ON THE SPOT
現場から
●ハンドボール

全体のウォームアップからクールダ

どうやって展開していくか選手同士

世界最高峰リーグの
経験から学ぶ

ウンまで 4 〜 5 時間の練習が日常的

で話し合って考える」のだそうだ。

メジャーリーグやセリエ A など、
さまざまな競技において、世界最高

に行われていたが、ドイツでは長く

「監督が考えるハンドボールをどう

ても練習は 2 時間程度。なかでも特

やって実践するかではなく、選手が

徴的なのがウォームアップの違いな

考えるハンドボールをどのように実

のだと言う。

践することができるかがテーマであ

峰リーグへ挑戦することは珍しいこ

全体で声を掛け合いながら行う体

り、監督はその集団をいかに導くか

とではなくなってきた。それぞれの

操、ドリルやダッシュメニューから

が仕事になっている」と植松選手は

挑戦までの過程は異なり、大学を卒

ボールを使う練習へと移行していく

言う。

業後、幼稚園のバスの運転手を経て、

のが植松選手が経験してきた日本で

ウェイトトレーニングなども、チ

単身ドイツに渡りハンドボールの世

の練習の一般的な流れだった。しか

ーム全体で「これからウェイトの時

界最高峰リーグであるブンデスリー

しドイツでは「全体でのアップとい

間」と組み込まれるのではなく、あ

ガに挑戦をした異色の経歴を持つ選

うのはほとんどない」と言い、「ア

くまで、個々に提示されたメニュー

手もいる。昨年までコンコルディ

ップから選手にいかに頭を使わせる

を自分たち自身でそのプログラムを

ア・デーリッチに所属し、ドイツで

かが重視されている」のだそうだ。

実践するというのがドイツ式。シー

7シーズン目を迎えた植松伸之介選

アップから自主性が求められ、ハン

ズンインである 7 月から 9 月まで

手に、ドイツでの練習スタイルから、

ドボールの技術や戦術にリンクした

の 2 カ月は、バテない身体をつくる

トレーニングやコンディショニング

動きが取り入れられる。「何となく

ための走るメニュー中心の練習が行

法などを聞いた。

身体を動かそうかなというのではな

われ、徐々に戦術メニューへと移っ

植松選手は日本の実業団チームで

く、時間が短いので常に全力を尽く

ていく。 9 月から 6 月までのシーズ

プレーした経験はない。しかし、高

さないとあっと言う間に終わってし

ン中はほぼ毎週試合が行われるため、

校、大学はいわゆる

と呼ば

まう。一部に所属した頃などは、と

1 週間のスケジュールも、土曜に試

れる学校でプレーしていた。当時と

くに選手個々の意識レベルの高さを

合があれば日曜は休み、月→ウェイ

比較してドイツでの練習はというと

感じた」と植松選手は語る。

トトレーニング＋ジョギング、火→

名門

「まず練習時間が圧倒的に短い」と
植松選手は言う。大学時代などは、

トレーニングやウォームアップの

午前練習（戦術確認）＋フットワー

なかにはコーディネーショントレー

ク練習＋技術練習、水→ウェイトト

ニングが多く取り入れ

レーニング＋技術練習、木→ジョギ

られており、咄嗟の判

ング＋技術練習、金→ビデオでの情

断力や対応能力を磨く

報分析ミーティングという流れで進

ためのメニューが組み

められるそうだ。

込まれている。サッカ

トップのみならず、ドイツでは年

ーで行うブラジル体操

代とともに練習メニューやトレーニ

のように、一連の動き

ング方法なども異なっており、18〜

のなかに、異なる動き

20歳年代を頂点に A から F まで 6 つ

を瞬時に入れるという

の区分ごとに年代を分け、発育発達

トレーニングが通常か
ら行われる。練習の大
ドイツでの経験をもとに丁寧な指導が行われた植松選手の講
習会
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に適したプログラムが組まれている。
「日本で学んだ技術面など、こちら

半は実戦形式のメニュ

に来ても役立つことは多くあった」

ーであり、「その都度

としながらも、年代ごとに目的を明

現場から

確に打ち出したプログラムが形成さ

にならない。自分のよさを活かして

れている現状を目にしたときは、

何ができるかを考える力を磨いてほ

「もっと早くドイツに来ればよかっ

しいと思った」と話す。練習中から

たと思った」というのが正直な気持

試合をイメージするという言葉はよ

ちだったそうだ。

く聞くが、まさにこういったことで

こうした自身の経験をもとに、年
に一度、 1 カ月ほどの帰国の折には、

はないだろうか。
植松選手が行った講習会でのコー

高校生や大学生、その指導者を対象

ディネーショントレーニングを取り

に植松選手は講習会と題して、トレ

入れたトレーニングメニューや、ス

ーニングメニューや技術レッスンな

キル練習などの詳細については、ま

どを積極的に開催している。

た追って報告したい。

去る 7 月 8 、17日と 2 回にわたり
●競技間連携

谷区）で行われた講習会には、約

柔道・レスリング日本代表
チームの合同合宿リポート

習会で、まず植松選手が重視したの
は「ウォームアップ」について。受

ほどきつかった」（柔道100kg級・
鈴木桂治選手）と思わず弱音を漏ら

東京学芸大学附属高校（東京都世田
70名の参加者が集った。1 回目の講

レスリング独特のトレーニングに顔をゆが
める井上康生選手

2 年後の北京オリンピックに向け、

す一幕もあった。
30〜40分ほどのウォームアップ
後は、鈴木、井上（康生・柔道無差
別級）選手が講師役を務め、一本背
負いや内股、大外刈りなどの柔道の

講者たちに対して植松選手が指示し

さまざまな練習環境や、練習方法で

技が基本から説明され、実際の技が

たのはひと言。「体育館中どこを使

多くの選手が日々の鍛錬に励む。オ

披露される。井上選手による一本背

ってもいいので、自由に走りましょ

リンピック出場枠を決定づける国際

負い、首投げの説明時には「つま先

う。ただ走るのではなく、笛の合図

大会が開催される来年を前に、多く

に体重を乗せるとすんなり回すこと

で何かプラスアルファの動きをつけ

のことを試すことのできるこの時期

ができるので、レスリングにも役立

な が ら 走 っ て 下 さ い 」。 と こ ろ が 、

には、それぞれの競技で新たな試み

つと思う」と説かれた。レスリング

従来「こうやって走る」と指示され

を着手する時期でもある。さまざま

選手のなかにも中学・高校時代は柔

ることに慣れてしまっているからか、

な取り組みのなかから、去る 6 月19

道部だったという柔道経験者も多く、

「自由にプラスアルファ」と言われ

〜20の両日に国立スポーツ科学セ

実際の乱取りが始まってもコツをつ

ても、何をしていいかわからず、動

ンター（東京都北区）にて開催され

かむのは早く、柔道選手が思わぬ苦

きが止まってしまう。そこで「腕を

た柔道とレスリングの日本代表チー

戦を強いられ、表情を一転させて真

回すとか、簡単なことでいいよ」と

ムによる合同合宿の様子を取り上げ

剣勝負に臨む場面もみられた。

助言したところ、すべてのチームの

て紹介する。

柔道の乱取りに続いては、レスリ

先頭選手が腕を回し始めた。ここで

約 8 年ぶりとなった両競技の合同

ングのスパーリングが行われ、最後

一度全員を集め「鉄棒にぶら下がっ

合宿。 1 日目は柔道選手がレスリン

はウォームアップ同様に、レスリン

たり、その場でグルグル回ったり、

グの着衣をまとい、レスリングの技

グの練習で取り入れられている補強

思いつくことを動きにすればいい。

を学び、 2 日目はレスリング選手が

トレーニングへと移行した。器具を

笛が鳴って咄嗟に考え、行動すると

柔道衣をまとい柔道の技を学ぶ。ま

用いて行うのではなく、人をかつい

いうのは、試合中の判断力を養うこ

ずはレスリングのコーチの指示のも

だり、持ち上げて行うのがレスリン

とにもつながるはず」と話したこと

と、全体のウォームアップが開始す

グの補強メニューの特徴。同階級の

で、ようやく選手たちの動きにもオ

る。体重負荷をかけて行うレスリン

選手同士がペアになり、四つん這い

リジナリティがみられ始めた。

グ独自のトレーニングやダッシュ、

になった選手の上に座り、頭を床に

こうした内容を取り入れた目的に

サーキットトレーニングなどが練習

つけブリッジの体勢から起き上がる

ついて、植松選手は「身体の大きな

開始と同時に行われると、日頃はこ

腹筋のトレーニングや、片方を抱き

外国人と対戦するときは、クマに対

ういったウォームアップを行うこと

抱えた体勢から片膝を床につけ、そ

して鮭が立ち向かっていくような感

はないという柔道の選手たちは悲鳴

こから持ち上げ逆の膝を曲げて行う

じなので、真っ向勝負をしても話し

を挙げ「練習開始から吐くかと思う

スクワットなど、自体重＋相手の体
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ON THE SPOT
重が負荷となる

補強

に選手たち

は顔をゆがめ、なかでも重量級の世
界王者である井上、鈴木、高井（洋
平・柔道無差別級）選手などは、な
かなか規定回数に到達することがで

●安全対策

での講義を行った。「バスケットボ

関東大学連盟による
バスケットボール安全
講習会

ールの大会救護室への来所理由の集
計をみると、子どもの場合は、足首
の捻挫などが多く、大人の場合は、
顔のケガが多く、膝のケガも増えて

きず、周囲の選手たちから声援を送

去る 7 月 1 日に東京都世田谷区総

くる」と金氏。膝の解剖と各靭帯の

られるほど苦戦する。すべての練習

合運動場体育館にて、関東大学バス

役割について、そしてバスケットボ

を終えると「生まれて初めて体験し

ケットボール連盟トレーナー部会主

ール競技に多くみられるケガとして、

たレスリングは、想像以上にきつか

催による「第 3 回安全講習会」が開

前十字靭帯（ACL）損傷を例に挙げ

った。床についている状態から相手

催された。これは世田谷区バスケッ

映像を交えて紹介した。ACL損傷の

を持ち上げることは柔道ではほとん

トボールクリニック、フレッシュマ

際には、スポーツを行う場合は再建

どないので、補強は本当に苦しかっ

ンキャンプ、関東学連選抜と黒田電

手術を選択する場合が多く、スポー

たけれどいい経験になった」（井上

気ブリット・スピリッツとの試合と

ツをしない場合は、保存療法を適用

選手）、「顔を合わせてもなかなか話

同時に開催されたものであり、安全

することが多いそうだ。このほかに

すことがなかったり、お互いの競技

講習会には関東学連に属する各大学

も、後十字靭帯（PCL）損傷や半月

で活かせる面を教え合う機会はなか

の学生トレーナーやマネージャーな

板損傷、離断性骨軟骨炎、疲労骨折、

ったので、こうした合宿を機にプラ

ど約50名が参加した。

肉ばなれなどについてもその特徴や、

スになる要素が生まれればいいと思

まず最初に、陸川章氏（関東大学

よく起こり得る場面について説明さ

う」（鈴木選手）と感想を述べ、わ

バスケットボール連盟強化部長、東

れた。最後に金氏は「外傷発生時に

ずか 2 日ではあったが、合同合宿で

海大学）が「みなさんがチームで行

は正確な診断・治療が大切で、それ

得た成果は少なかったことを示した。

っているケアやリハビリテーション

がしっかりできていれば早期に治療

手応えを得たのは選手だけではな

といった仕事、役割のもとで選手は

を始めることで早く現場に復帰でき

く、両チームを率いる斉藤仁（柔道）、

思いきりプレーできている。今日の

る。そのためには、現場のアスレテ

富山英明（レスリング）監督も同様

講習会で何かをつかんでいただき、

ィックトレーナーがある程度の医学

だったようで、それぞれ「日本のス

得られたことをチームや選手に還元

的知識を持っておくことが必要にな

ポーツをリードし続けている柔道か

していただきたい」と挨拶した。続

る」とトレーナーがしっかりとした

ら得る刺激、実際の金メダリストで

いて部谷祐紀氏（東京農業大学）が

地位を築き、専門知識を活かす場を

ある選手と同じ練習をすることから

トレーナー部会の発足趣旨について

確立することを示唆するとともに

得られるものは、選手たちにとって

「トレーナー部会は、医科学委員会

「ケガをした場合はスポーツドクタ

大きな収穫があったはず。攻める気

の協力のもと、強化部内に設立され、 ーに診断を受けてほしい」とスタッ

持ちや戦う姿勢を学ぶことができる

競技力向上、疾病・外傷・障害予防、

貴重な機会なので、今後も継続的に

トレーナーの知識・技術の向上、選

行っていきたい」（富山監督）、「ア

手サポート体制の確立、

テネまでの時間と同じことをしてい

トレーナーの地位の確立

ても、北京では勝つことができない。

を目的として行っている。

ランニングトレーニングや補強運動

将来的には、日本学連、

など、レスリングの練習を積極的に

女子学連、日本協会など

取り入れて柔道にも活かしていきた

との連携を目指していき

い」（斉藤監督）とそれぞれ成果を

たい」と説明した。

述べた。異なる競技から学ぶことが、

フ間の連携を進言した。
次に吉本完明氏（青山学院大学）

その後講習会では、ま

本来の専門競技のなかで活かされる

ず金勝乾氏（順天堂大学

ことは多い。今後もこのような異業

練馬病院）が「バスケッ

種交流が積極的に開催されてもいい

トボールに多い外傷・障 バスケットボールで求められる能力を評価する場となっ

のではないだろうか。

害―膝編」というテーマ た安全講習会
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現場から

が「バスケットボールにおけるフィ

●シッティングバレー

て、スパイクについてのレクチャー

ジカル測定の試み」と題し、競技特

を武富士バンブーの安保澄コーチが

を述べた。吉村氏は、大学トップレ

武富士バンブーによる
技術指導＆交流会

ベルの約150名のデータを測定した

国内最高峰バレーボールリーグ

軸とした回旋運動と、上腕と両肩を

結果と、ゲーム解析の結果を組み合

「 V リーグ」所属の武富士バンブー

結んだラインを中心軸とした回旋運

わせて、バスケットボールのパフォ

では、前身のイトーヨーカドーの時

動の 2 つが組み合わさった動きであ

ーマンス向上において何が必要にな

代から、シッティングバレーとのか

ることを説明した。そこで、まずは

るかを考えた結果から「短い時間で

かわりが続いており、練習場所の提

この動きを意識しながら、新聞紙を

最高速に達するようなダッシュ力が

供や練習のサポートを行ってきた。

テープで丸めたボールを投げ、さら

必要ではないかということが明らか

シッティングバレーとは、ネットの

にそのボールを動きの流れやメカニ

になった。試合で何度もダッシュを

高さ115cm（女子は105cm）、10m

ズムを意識したスパイク動作で正し

繰り返すことのできる持久的能力を

× 6 mのコートで行われるバレーボ

く打つことの意識づけを徹底した。

伸ばす必要があるのではないか」と

ールであり、常に殿部を床につけて

安保氏は「シッティングバレーのル

話し、直線走だけではパフォーマン

おかねばならないというルールがあ

ールのなかで一連の動作を行うため

ス向上に直結しないことを示唆し、

る。障害者も健常者も同じコートで

には、下半身との連動が難しい部分

さまざまなダッシュトレーニングを

プレーできるバレーボールであり、

もあるが、基本となる動作は共通な

行う必要性を提言した。

1980年にはパラリンピックの正式

のではないか」と話した。

性に合った測定項目や方法について

最後に、参加者全員でフレッシュ

種目になった。

行った。まず投げる動作を例として、
スパイク動作というのは脊柱を中心

コーチや選手からの技術レクチャ

マンキャンプのフィジカル測定の様

シッティングバレーボールチーム

ーを受けた後は、最後の種目として

子を見て回った。フレッシュマンキ

として活動する千葉県の「千葉パイ

武富士バンブーの選手とスタッフに

ャンプで実際に行われていたマルチ

レーツ」から「 V リーグ選手との交

よる混合チームと、シッティングバ

ステージテストや20mスプリント、

流を中心とした交流会をしたい」と

レーチームとの親善試合が行われた。

20mアジリティテスト、ステップ

いう要望を受け、去る 7 月17日に、

開始当初こそ互いに笑顔で楽しそう

50、バーティカルジャンプ（垂直跳

千葉パイレーツの選手にプラスして、

にプレーする姿がみられたが、試合

び、助走をつけて両足踏み切り、ラ

福島県でシッティングバレーを行っ

が展開していくにつれて次第に熱を

ンニングジャンプの 3 種類）など、

ている選手26名が集まり、技術指

帯び、ファインプレーも飛び出すな

導＆交流会が武富士バンブー体育館

ど、真剣な表情でのゲームで締めく

バスケットボールで求められる動作
に近い形で行う測定を見学した。

（埼玉県北葛飾郡）にて行われた。

くられることとなった。

最後に吉本氏は「サッカーでの取

まず初めに顔合わせと簡単なチー

こうした交流会を行う意義につい

り組みを模したシステムだが、実業

ム紹介が行われた後、ストレッチン

て、武富士バンブーの石原昭久監督

団のコーチが『学生がやっているこ

グを行い、 2 ボールゲームが行われ

は「ボール操作と同時に、移動にも

とを、我々もしていく必要がある』

た。この「 2 ボールゲーム」は、ビ

両手を使うという点で（シッティン

と言ってフィジカル測定を行うよう

ジョントレーニングとウォーミング

グバレーには）難しさはあると思う

になった例がある。このように、学

アップを兼ねたもので、ネットを挟

が、基本的には同じバレーボールで

生側からの波及効果が、最終的には

んだ 2 チームが同時にサーブし、 1

あることは同じであり、障害があっ

日本のバスケットボール全体のレベ

回のプレーでスパイクをせずに相手

てもなくてもそこに変わりはない。

ルアップや障害予防につながってい

コートに返すというルール。ボール

シッティングバレーであっても、

くことを期待したい」と話していた。

が常に 2 つあるということで、 1 箇

小・中・高校生向けのバレーボール

吉本氏の言葉通り、こうした関東大

所に集中するだけでなく、広い範囲

教室と同様に、社会貢献の一環で、

学バスケットボール連盟トレーナー

に意識を配らなければならず、難易

バレーボール人口の増加とファンの

部の試みが、バスケットボール競技

度の高いゲームとなり、選手も含め

獲得、さらにバレー界の普及活動に

全体における成功につながることを

た参加者全員が楽しんでいた。

つながっていけばいいと思う」と話

期待したい。

次にバレーボールの技術指導とし

した。
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現場から

和やかな雰囲気ながら、真剣勝負が繰り広げられた

栄養に興味のある

目が気になり、「それがストレスに

人なら誰でも正会

までなっていたほど」と言う。オリ

員として参加がで

ンピック代表選考会前ともなると、

き、現在会員数は

朝・昼・晩に体重計に乗り、 1 日10

約250名、協賛会

時間にもおよぶハードな練習をこな

員13社が登録し

しながらも、1 日500〜600kcalとい

ている。

う食事内容だったそうだ。次第に思

今回開催された、
『第 2 回日本スポ

考力も低下するような状況にもかか
わらず、「指導者も自分も

わりば

武富士バンブーでは、今後も継続

ーツ栄養研究会総会・学術集会』に

し

的にシッティングバレーとの交流・

も、約200名が参加。当日の学術集

もなしに信じていたのだと振り返っ

サポートを行っていくそうだ。 1 日

会のプログラムは本研究会のホーム

た。1988年のソウルオリンピック

を通して、講習会や交流会ではスタ

ページ（http://www.kuhs.ac.jp/

出場を果たし、89年に現役を引退す

ッフと選手が全力で取り組み、かつ

JSNA/JSNA.html）を参照していた

る。その後、母校で新体操の指導者

楽しむ様子がうかがえた。このよう

だくとするが、全体として、スポー

として、全国トップクラスの選手を

な地道で息の長い取り組みによって、

ツの現場からの視点と健康スポーツ

指導するも、決して自身が教わって

さまざまな人たちのスポーツ参加・

の視点、および栄養関連の研究の進

きたような、栄養指導はしない。秋

継続への意欲が生まれるきっかけと

め方を学ぶなどグループワークを交

山氏は言う。

なるのではないだろうか。

え、より参加者が実践的に現場で活

「 食べてはいけない

かせるような内容にバランスよく構

よりも、成果が見えるまでに時間は

成されている学術集会であった。

かかりますが、選手には、まず自分

●スポーツ栄養学

第 2 回日本スポーツ栄養
研究会
総会・学術集会開催

とくに設定として、興味深いのは
「シリーズ・競技を知る：第 1 回レ

みたいな体型がいい」と、疑い

と管理する

の新体操選手としての目標、つまり
自分がどんな選手になりたいのか 、

スリング」という講演＆シンポジウ

夢を叶えるにはどうすればいいの

ム。第 1 回ということなので、今後

か 、 技術を伸ばしたいというのな

去る 7 月 1 〜 2 日、女子栄養大学

もさまざまな競技種目を取り上げて

らば、どうすれば実現できるのか

駒込キャンパスにて『第 2 回日本ス

いくと思われるが、スポーツ栄養の

をまず自覚させることから始める」。

ポーツ栄養研究会総会・学術集会』

現場にスタッフとして携わっていく

そう選手に自覚させることで、食事

が開催された。

には、競技を知らなければ適切なア

に関しても自分で自分を管理できる

まず始めに、日本スポーツ栄養研

プローチはなり得ないことを考える

ようにうながしている。最後に秋山

究会について紹介する。同研究会は、

と、こういった講習会で取り上げて

氏は「勝つために減量するのではな

平成16年10月に立ち上げ、日本栄

いく試みは、スポーツ現場に実際に

く、勝つために何を食べたらいいの

養士会と密接な連携を持ちながら運

携わっている栄養士が多い研究会な

かということを考えないといけな

営していく組織として設立された。

らではの発想であろう。

い」と締めくくった。

研究会の目的としては「スポーツ栄

そのほかに、新体操の秋山エリカ

競技特性として、体重コントロー

養学領域における研究と促進と情報

氏（東京女子体育大学）が、教育講

ルが必要な競技は多い。直接選手へ

交換を図り、さらに、スポーツ栄養

演「競技生活と食」というテーマで、

栄養指導をする栄養士は、指導者の

に関する高い専門性を有した管理栄

自身の競技生活を振り返りながら、

間違った栄養への認識も修正しなが

養士、栄養士の教育・養成を図るこ

現在、指導者の立場としての選手へ

ら、選手のサポートもしていかなけ

とにより、スポーツ栄養学の進歩・

の対応など、食事の面から講演を行

ればいけないという点も、秋山氏と

普及およびスポーツの発展に寄与す

った。

の質疑応答の中で確認された。今回

ること」とある。
会員種別としては、正会員、学生
会員、賛助会員の 3 種類。スポーツ
10 Training Journal September 2006

新体操競技は、ジュニア期から減

の学術集会で学んだことが、スポー

量を余儀なくされている競技であり、

ツ現場に活かされていくことを期待

秋山氏自身も、食事に対する周囲の

したい。

