
試合直前の献立例 

 

※この献立例は、以下の想定で作成しています。 

 ・サッカー部員の中学生男子 

 

１日分の合計カロリーと主な栄養素の摂取量合計 

カロリー 3,772kcal 

食塩相当量 14.0g 

鉄 16.7mg 

カルシウム 1165mg 

糖質 

（炭水化物エネルギー比率：57.5%） 
542.1g 

 

 

朝食【１人分 929kcal(11.6点)食塩相当量 3.4ｇ】 

メニュー レシピ 

ぶりのめんつゆバター丼 

・１人分 767kcal（9.6点） 

・食塩相当量 1.8g 

材料／1人分 

ご飯(精白米) ・・・・・・・・・・・・・・・300g 

ぶり・切り身 ・・・・・・・・・・・・・・・・60g 

深谷ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ｇ 

小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1） 

めんつゆ(ストレート) ・・・・・・・・・25g 

バター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.7g（ミニさじ 2/3） 

こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.01g（少々） 

 

【作り方】 

① 深谷ねぎを 1cm幅斜め切り、ぶりを一口大に切る。 

② ぶりに両面に塩・こしょうを振り 5分程度おく。余分な水分は

ふき取り、小麦粉を全体にまぶす。 

③ フライパンでバターを溶かし、ぶりの表面から焼く。焼き色が

ついたらひっくり返す。8割焼けたらねぎを加え少し炒め、めん

つゆを入れ絡める。 

④ 丼にご飯、キャベツ（せん切り）を盛り、③をのせる。 



豆腐とわかめの味噌汁 

・１人分 49kcal（0.6点） 

・食塩相当量 1.5g 

 

材料／1人分 

たまねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

わかめ(水戻し) ・・・・・・・・・・・・・・5g 

豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

みそ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

だし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g 

 

【作り方】 

① わかめを水で戻す。 

② 豆腐を一口大、玉ねぎを 2mm幅に切る。 

③ 鍋にだしを入れ、沸騰したら①と②を加える。 

④ 味噌を溶き入れる。 

いちご 

・１人分 14kcal(0.2点) 

材料／1人分 

いちご………………40g(約５粒) 

牛乳 

・１人分 101kcal(1.3点) 

・食塩相当量 0.2g 

材料／1人分 

牛乳…………………150g(コップ少なめ 1杯) 

【献立写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食【１人分 999kcal(12.5点)食塩相当量 4.1ｇ】 

メニュー レシピ 

かぶの葉としらすののり弁 

・１人分 598kcal（7.5点） 

・食塩相当量 1.6g 

材料／1人分 

 ご飯(精白米) ・・・・・・・・・・・・・・・300g 

 かぶの葉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g 



 しらす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 しょうが(おろし)  ・・・・・・・・・・・・3g 

 ごま油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4g（小さじ 1） 

 のり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g 

 しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/3） 

 

【作り方】 

① かぶの葉を 1cm幅に切る。 

② フライパンにごま油をひき、しょうがを炒め、香りが立ったらし

らすを炒める。 

③ かぶの葉を加えしんなりするまで炒める。 

④ ご飯に③を混ぜ合わせる。 

⑤ お好みでのりにしょうゆをつけ、ご飯にのせる。 

タンドリーチキン 

・１人分 188kcal（2.4点） 

・食塩相当量 0.5g 

材料／1人分 

 鶏もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 

 にんにく(おろし) ・・・・・・・・・・・・・3g 

 しょうが(おろし) ・・・・・・・・・・・・・3g 

 カレー粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1強） 

ヨーグルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g（大さじ 1） 

 ケチャップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・7g（小さじ 1強） 

 油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4g（小さじ 1） 

 

【作り方】 

① 鶏もも肉は一口大に切る。 

② ジッパー付きポリ袋に油以外の調味料を全て入れ、鶏もも肉

も入れて軽くもみ込み、1時間から一晩冷蔵庫に置く。 

③ フライパンに油をひき②を入れ、焼き色がついたら返して蓋

をし、5分程蒸し焼きにする。 

 

チーズきのこ玉子 

・１人分 97kcal（1.2点） 

・食塩相当量 0.5g 

材料／1人分 

 卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25g 

 まいたけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 チーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

 ケチャップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1/2強） 

 油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/2） 

 



【作り方】 

① まいたけは小房に分け、卵は溶きほぐす。 

② フライパンに油をひき、卵・まいたけ・チーズを入れ、手早く

炒め合わせる。 

③ お好みでケチャップをかける。 

 

ブロッコリーのピーナッツ 

和え 

・１人分 43kcal（0.5点） 

・食塩相当量 0.9g 

材料／1人分 

 ブロッコリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

 ピーナッツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g 

 しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6g（小さじ 1） 

 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1） 

 

【作り方】 

① ブロッコリーは子房に分け、2～3分茹でる。 

② ピーナッツは粗く砕く。 

③ 調味料と②を混ぜ、ブロッコリーと和える。 

 

ミニトマト 

・１人分 6kcal(0.1点) 

ミニトマト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g（2個） 

 

 

切り干し大根ときゅうりの 

酢の物 

・１人分 67kcal(0.8点) 

・食塩相当量 0.4g 

材料／1人分 

 切干大根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

 きゅうり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g 

 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g（ミニさじ 1/4） 

ごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.5g（小さじ 1/2） 

 酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g（小さじ 2） 

 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1） 

 ごま油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1g（小さじ 1/4） 

 

【作り方】 

① 切干大根は水で戻し、5cm程の長さに切る。 

② きゅうりは 5cmの長さの千切りにし、塩もみをして水気を絞

る。 

③ 調味料とごまをよく混ぜ合わせ、切り干し大根・きゅうりと一

緒に和える。 



【献立写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食【１人分 1128kcal(14.1点)食塩相当量 4.5ｇ】 

メニュー レシピ 

ソイミートソース・パスタ 

・１人分 712kcal（9.0点） 

・食塩相当量 1.7g 

材料／1人分 

 スパゲッティ(乾) ・・・・・・・・・・・・・120g 

 大豆(ゆで) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g 

 トマトピューレ ・・・・・・・・・・・・・・・・30g（大さじ 2） 

 玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

 セロリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 しいたけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g 

 豚ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g 

 こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.01g（少々） 

 ウスターソース ・・・・・・・・・・・・・・・18g（大さじ 1） 

 

【作り方】 

① 大豆、玉ねぎ、にんじん、セロリ、しいたけをみじん切りにす

る。 

② ひき肉をフライパンで炒め、①をいれてさらに炒める。 

③ ②にトマトピューレとウスターソースを入れて煮詰める。こし

ょうを適量ふる。 

④ 煮つめている間にスパゲッティを茹でる。 

⑤ ④に③を盛る。 

 



じゃがいものポタージュ 

・１人分 122kcal（1.5点） 

・食塩相当量 1.1g 

材料／1人分 

じゃがいも ・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 

 玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g 

 コンソメ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g 

 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.1g（少々） 

 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g 

 こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.01g（少々） 

 パセリ(乾) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.02g（少々） 

 

【作り方】 

① じゃがいもは皮をむいて 1㎝角にし、ラップをしてレンジで 4

分（500wの場合）加熱する。加熱後、なめらかに潰す。 

② 玉ねぎはみじん切りにする。 

③ 鍋に水、コンソメ、玉ねぎをいれて 5分程煮る。 

④ ②に潰したじゃがいもを入れ、煮立ったら牛乳を加える。弱

火で 5分程煮込み、とろみがでたら塩、こしょうで味を調える。 

⑤ お好みでパセリを振る。 

スコッチエッグ 

・１人分 197kcal（2.5点） 

・食塩相当量 1.5g 

材料／1人分 

うずらの卵(水煮) ・・・・・・・・・・・・2個(20g) 

 豚ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g 

 玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45g 

 小麦粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 2/3） 

 ウスターソース ・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1/2） 

 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1g（ミニさじ 1弱） 

 こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.01g（少々） 

 

【作り方】 

① 玉ねぎをみじん切りにする。 

② フライパンに油をひき、①の玉ねぎを透明になるまで炒め 

 る。 

③ ボールにひき肉、②の玉ねぎ、小麦粉、塩、こしょうを入れ、

よくこねる。 

④ うずらの卵の水気をキッチンペーパーで拭き取り、③のたね

でうずらの卵を包む。 

⑤ ②のフライパンに④を入れ、弱火で転がしながら、きつね色



になるまで焼く。 

⑥ お好みでウスターソースをかける。  

さつまいものサラダ 

・１人分 101kcal（1.3点） 

・食塩相当量 0.4g 

材料／1人分 

さつまいも ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

 レタス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g 

 みずな ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 きゅうり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1） 

 塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g（ミニさじ 1/4） 

 酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/2弱） 

 サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1弱） 

 マスタード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g 

 

【作り方】 

① さつまいもは 1cm角に切り、レンジ 4分（500Wの場合）加熱

する。 

② きゅうりは 5cmの斜め薄切り、みずなは 5cmの長さに切り、

レタスは食べやすい大きさにちぎる。 

③ 調味料をよく混ぜ合わせ、盛り合わせた①②にかける。 

 

補食〈練習前〉【１人分 281kcal(3.5点)食塩相当量 0.0ｇ】 

あんまん 

・１人分 281kcal(3.5点) 

材料／1人分 

 あんまん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個(市販のもの) 

 

補食〈練習後〉【１人分 441kcal(5.5点)食塩相当量 1.9ｇ】 

ロールハムチーズサンド 

・１人分 190kcal（2.4点） 

・食塩相当量 1.2g 

材料／1人分 

 食パン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚(8枚切り) 

 ハム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚(10g) 

 スライスチーズ ・・・・・・・・・・・・・・１枚(15g) 

 

【作り方】 

① みみを切り取った食パン(みみは切り取らなくても良い)にチ

ーズとハムをのせる。 

② ラップで巻く。 

ロールブルーベリーサンド 

・１人分 171kcal（2.1点） 

食パン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１枚(8枚切り) 

ブルーベリー ・・・・・・・・・・・・・・・・10g 



・食塩相当量 0.7g クリームチーズ ・・・・・・・・・・・・・・10g 

砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g（小さじ 1） 

 

【作り方】 

① クリームチーズと砂糖を混ぜ合わせる。 

② みみを切り取った食パン(みみは切り取らなくても良い)に①

をぬり、ブルーベリーをのせる。 

③ ラップで巻く。 

オレンジジュース 

・１人分 82kcal（1.0点） 

100%オレンジジュース ・・・・・・・・・200g(コップ１杯) 

【献立写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

 ・ 朝食は、さっと食べられるように丼ものにしました。時間がない中でも主食と主菜が一緒なの

で、簡単に食べることができます。 

 ・ 昼食は、ご飯をたくさん食べやすいのり弁にしました。タンドリーチキンは前日に漬け込むこと

で、朝は焼くだけですみます。 

 ・ 夕食のソイミートソースは、豆を入れることで肉だけにするよりもさっぱりと食べられるようにし

ました。大豆は、煮豆のままだと好き嫌いもあり、食べづらいこともありますが、ミートソースに

入れることにより、食べやすくなります。 

 ・ 補食のロールサンドは巻くだけで持ち運びも簡単で、スティック状だから食べやすいです。ま

た、選手自身でも簡単に作れます。 

 

 
◆「メニュー」における点数について 

  ・（ ）内は 80kcalを１点とする「四群点数表」の点数です。 

  ・「四群点数表」とは、どんな食品をどのくらい食べればよいのかを、エネルギー量（熱量） 

   を基準として考える方法です。 

 ◆「レシピ」における分量について 

  ・１カップは 200ml、大さじ１は 15ml、小さじ１は 5ml、ミニ（スプーン）は 1mlです。 

 


