
集中治療合宿風景  ２０１６．８  (４)     山内整骨院 

▼大野治療所３F にて   (2016.8.4)      ▼大野治療所屋上にて 

  

自分の洗濯物は、自分で干します。      星空を見上げる 5 人。流れ星発見で興奮！！ 

 

▼大野治療所３F リビングにて昼ご飯  (2016.8.4) 

午前中、渡辺君が福島県へ帰り、午後からは、藤元君も石川県へ帰り、淋しくなりました。 

  

毎食、上級生達と同じ量を頑張って食べる大賀君（中 1）。  温かな人柄で、下級生達に慕われる村山君（大 2）。 

  

高校生かと思う体格で、明るい人柄の中谷君（中 2）。   空間認識の凄さで、オセロ負けなしの、藤元君（高 2） 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (５)     山内整骨院 

▼大野市内のレストランにて  ちょっと、オシャレなランチ ♡ (2016.8.5) 

   

山内のオバちゃん・村山君    「初めての味だ！」と、大賀君（笑）  オードブルに見入る、中谷君    

 

（下の写真）村山君・大賀君・中谷君       ▼大野市内の「あっ宝んど」のお風呂に入る  

  

   「美味しい～♡」         あ～気持ちよかった ♡ ソフトクリームも、美味しい～ ♡ 

5 日夜より、立澤侑弥君（京都学園大学・１年）が合宿入り。 

 

▼大野治療所３Ｆにて皆でトランプ  ▼キッチンにて手伝い  ▼苦手なミニトマト  

   

 左より：大賀君・村山君・中谷君・立澤君    味噌汁の味噌を入れる立澤君  決死の覚悟で、苦手な 

                        味見をする、大賀君      ミニトマトに挑戦！ 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (６)     山内整骨院 

▼キッチンにて手伝い (2016.8.6)    ▼自由時間―将棋・オセロ勝負 

   

皿洗い当番 A班；中谷君・立澤君   立澤君・中谷君・村山君・大賀君      牧野さん・村山君 

６日より、牧野夏奈さん（城西大学・3 年・陸上部）が合宿入り。 

▼大野治療所３Ｆリビングにて昼御飯 「ぶり」のお刺身、美味しい～ ♡ (2016.8.6) 

 

左より；立澤君・院長・村山君・中谷君・牧野さん・大賀君 

      

左より；中谷君・牧野さん・大賀君・立澤君・院長・村山君 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (７)     山内整骨院 

▼大野治療所２F トレーニング室にて           (2016.8.7) 

股関節活性化トレーニング（サンドバックの蹴り込み）※ インターバルに必ずストレッチ 

    

    中谷君         大賀君                 村山君                 中谷君 

    

          立澤君       牧野さん                      院長のストレッチ 

 

 

 

▼大野市内の「そば処・梅林」にて昼食 大野名物「しょうゆかつ丼」美味しい～ ♡ (2016.8.7) 

 

左より；保田先生・みのりちゃん（保田先生長女）・保田先生奥さん 

（院長娘）・てっちゃん（保田先生長男）・院長・牧野さん・ 

中谷君・S 君・村山君・立澤君 

▼ストレッチ、体重移動練習等、院長から指示された事は、「合宿中も、帰ってからも、必ず毎

日続けるように！」続ければ、パフォーマンスは向上！ サボれば、後退！ 

 

院長と孫の「てっちゃん」 

笑顔にメロメロの院長 

 

保田先生一家と山内のオバ

ちゃん（親子 3 代） 

 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (８)     山内整骨院 

▼大野治療所３Ｆリビングにて    院長の指導の下、体重移動練習   (2016.8.8) 

    

トップからリリースにかけて、肘が落ちて曲がる癖を修正してもらう中谷君。 院長と動画で確認。 

 

 

 

 

▼大野治療所３F キッチンにて皿洗い・盛り付け手伝い   (2016.8.8)  

「お母さんは、毎日大変なんだなぁ～」と、実感し続けの合宿生たち。帰ってからも出来るかな（笑） 

  

皿洗い当番・A 班；中谷君・立澤君・牧野さん      牧野さん・中谷君・村山君・大賀君 

▼大野治療所３Ｆリビングにて晩御飯 お腹一杯だぁ～体重かなり増えた～ (2016.8.8) 

  

      院長・村山君・中谷君              立澤君・牧野さん・大賀君 

▼ストレッチ、体重移動練習等、院長から指示された事は、「合宿中も、帰ってからも、必ず 

毎日続けるように！」続ければ、パフォーマンスは向上！ サボれば、後退！ 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (９)     山内整骨院 

▼大野治療所３Ｆリビングにて昼御飯 サーロイン・ステーキ、美味しい～ ♡(2016.8.9) 

 

左より；立澤君・中谷君・院長・村山君・大賀君・牧野さん 

  

              大賀君・牧野さん                                  立澤君・中谷君 

  

院長・村山君                  村山君・大賀君・牧野さん・立澤君・中谷君・院長 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１０)     山内整骨院 

▼大野市内の真名川の河原にて   背景は荒島岳（百名山の一つ）   (2016.8.10) 

 

左より；中谷君・村山君・立澤君・大賀君・保田先生妻子（院長娘と孫）・牧野さん 

              暑いけど、気持ちいいな～ ♡ 

      

 

    眩しそうな、 

   てっちゃん 

  軽いキャッチ

ボール。治療後

の手応えを感

じ嬉しそう ♡ 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１１)     山内整骨院 

１７日、お盆休みを挟んで、安河内駿介君（福岡・22 歳）・牧野夏奈さん（城西大学・3 年・陸上部）・

立澤侑弥君（京都学園大学・１年）が合宿入り。１８日午前中、豊國麻人君（千葉・中３）・鈴木智也君（東

京・中３）、午後から、相田崚太君（玉川大学・２年）・平野拓成君（小松大谷高校３年）・山下大哉君（福

岡・中３）が合宿入り。 

▼大野治療所３Ｆリビングにて昼御飯  (2016.8.18) ▼保田先生の子供達（院長孫）と 

  

左より；鈴木君・豊國君・牧野さん・立澤君・院長・安河内君   山内のオバちゃん・安河内君 

   初日で緊張している鈴木君・豊國君（笑）         みのりちゃん・てっちゃん 

▼大野治療所３Ｆリビングにて晩御飯 「ぶり」のお刺身、美味しい～ ♡ (2016.8.18) 

   

左より；相田君・平野君・山下君・立澤君      鈴木君・豊國君       院長 

▼大野治療所３Ｆリビングにて（左；勉強中の相田君・豊國君・山下君）・（右；平野君・鈴木君） 

  



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１２)     山内整骨院 

▼大野治療所３Ｆ・洗濯物は自分で干します ▼大野治療所３Ｆリビングにて・自由時間 

  

左より；相田君・山下君・豊國君・鈴木君     オセロ勝負中の、山下君・相田君 

▼大野治療所３Ｆにて  院長が体重移動を指導   (2016.8.18) 

   

 

 

 

▼キッチンにて手伝い   

    

A班；有田君・牧野さん 

   

B班；豊國君・安河内君・山下君 

▼キッチンにて手伝い  ▼みのりちゃん・てっちゃんを子守してくれた合宿生達 

         

B班；豊國君・安河内君・山下君      山下君・豊國君             相田君 

       

てっちゃん            安河内君       保田先生奥さん（院長長女）・天谷君 

                            

     山下君・豊國君           相田君  

▼ストレッチ、体重移動練習等、院長から指示された事は、「合宿中も、帰ってからも、必ず 

毎日続けるように！」続ければ、パフォーマンスは向上！ サボれば、後退！ 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１３)     山内整骨院 

▼大野治療所３キッチンにて朝ご飯の準備と後片付けの手伝い (2016.8.20) 

   

配膳を手伝う、立澤君・相田君    味噌汁担当、牧野さん・平野君  皿洗い当番；相田君・平野君・鈴木君 

▼大野治療所３Ｆにて昼御飯 「フライドチキン・コーンスープ」美味しい～♡ (2016.8.20) 

 

左より：立澤君・牧野さん・院長・安河内君・豊國君・鈴木君・山下君・相田君・平野君 

  

      鈴木君・山下君               院長・安河内君・豊國君 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１４)     山内整骨院 

▼大野治療所２F トレーニング室にて           (2016.8.21) 

股関節活性化トレーニング（サンドバックの蹴り込み）※ インターバルに必ずストレッチ 

   

    

左より：保田先生・平野君・相田君・院長・山下君・鈴木君・豊國君。 後列；安河内君 

▼大野市内の「そば処・梅林」にて昼食 大野名物「しょうゆかつ丼」美味しい～ ♡ (2016.8.21) 

  

左より：山下君・鈴木君・院長・平野君・豊國君・相田君 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１５)     山内整骨院 

▼大野治療所３キッチンにて皿洗いの手伝い (2016.8.24) 

「お母さんは、毎日大変なんだなぁ～」と、実感し続けの合宿生たちです。（笑） 

  

A 班；平野君・豊國君・山下君            B 班；鈴木君・相田君 

▼大野市内の「らーめん・ぜん」にて昼食 ラーメン、メッチャ、美味しい～ ♡  (2016.8.24) 

  

左より；豊國君・山下君・相田君        左より；山内のオバちゃん・鈴木君・平野君 

▼大野治療所２F トレーニング室にて 股関節活性化トレーニング（サンドバックの蹴り込み）  

皆、蹴り方が進化してきました。※ インターバルに必ずストレッチ  (2016.8.24) 

   

 上；鈴木君 ・ 下；相田君   上；豊國君 ・下；山下君   上；平野君 ・ 下；鈴木君 

   



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１６)     山内整骨院 

▼大野治療所３Ｆリビングにて昼御飯 サーロイン・ステーキ、美味しい～ ♡(2016.8.25) 

 

左より；相田君・豊國君・山下君・院長・鈴木君・平野君 

  

上；院長・鈴木君、 下；豊國君・山下君    上；平野君・相田君、 下；「う～む、腹いっぱい」 

  



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１７)     山内整骨院 

▼大野市内の「あっ宝んど」のお風呂に入る  あ～気持ちよかった ♡  (2016.8.25) 

 

左より；豊國君・山下君・院長・相田君・平野君・鈴木君 

▼大野治療所３Ｆリビングにて    集中治療合宿の感想文を書く合宿生達   (2016.8.26) 

     

   相田君      平野君       鈴木君       豊國君      山下君 

 ※ 合宿生達の書いた感想文のコピーは、以下の写真資料を入れた保護者様宛の封筒に同封して、 

   学生達に渡しますので、帰省時にお受け取りください。お楽しみに。 

①   治療前後の、姿勢・柔軟性・股関節と肩関節のズレの変化の写真資料 

②   治療前後の、投球フォームの変化の写真資料 

③   滞在中の合宿便り 

 

 



集中治療合宿風景  ２０１６．８  (１８)     山内整骨院 

▼大野治療所３Ｆリビングにて昼ご飯 (2016.8.27) 

  

小松・味道園（焼き肉＆レストラン）社長（平野君 

のお父さん）より、美味しい焼き肉の差し入れ♡ 

▼大野治療所３Ｆリビングにて皆でケーキ 

   

▼大野治療所３Ｆリビングにて、合宿最後の晩御飯 にぎり寿司、やったぁ～ ♡(2016.8.27) 

       

 左より；相田君・鈴木君・平野君・山下君・豊國君 「１０日間は、あっという間だったなぁ～」 

 

↑ ビビったけど、「触れました～」（笑） 

    

↓ てっちゃん（院長・孫）かわいい～ ♡ 

蝉です 

♡ ♡ ♡ 

 

♡ 

 


