
要約
ストレングス＆コンディショニング

専門職にとって、ウェイトリフティ

ングのエクササイズと方法は知って

おかなければならないものである。

本稿では、これらのエクササイズと

トレーニング方法の基本となる生

理およびバイオメカニクスについて

再検討している。
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ウェイトリフティング選手は、おそ

らく最もパワフルな選手であると言え

るだろう。従って、一流の競技パフォ

ーマンスに寄与するストレングスやス

ピード、パワーを必要とする他競技の

選手のトレーニングにおいて、ウェイ

トリフティングで用いられるトレーニ

ング方法とその様式が注目されている。

ウェイトリフティング・トレーニング

の結果、筋骨格系および力学的適応に

加えて、心肺系や運動行動、心理的な

面においても適応が起こる。本稿の目

的は、効果が提唱されている分野につ

いて簡単に再検討し、選手のトレーニ

ングにウェイトリフティング・トレー

ニングを組み入れるための基本原理を

示すことである。本稿では、ウェイト

リフティングの重要な概念と実践につ

いてまとめて再検討している。

名称

ウェイトリフティングは、スナッチ

およびクリーン＆ジャークの種目にお

いて、選手が最も重いウェイトの挙上

を試みる競技と定義される。ストレン

グス＆コンディショニング（S&C）専門

職は、ウェイトリフティングと、抵抗

に逆らって行う広範囲のエクササイズ

であるウェイトトレーニングまたはレ

ジスタンストレーニングとを明確に区

別するべきである（38）。オリンピック

リフティングという用語は、一般的に

使用されているが、ほとんどの選手に

とってはふさわしくない。なぜなら、

これは、オリンピックでウェイトリフ

ティング競技を行う、一流選手のため

にある用語だからである（38）。同様に、

ウェイトリフターという用語は、ウェ

イトリフティング競技のトレーニング

を行い、競技会に参加する人を指し、

明確に区別している。

ウェイトリフティングという競技につ

いて

競技会では、選手は３回のスナッチ

の試技の後、3回のクリーン＆ジャーク

の試技を行う。種目ごとに最も重い重

量を成功した試技を合計し、最終記録

を算出する（28）。スナッチは、技術的

要素が高く、速いスピードが特徴の種

目とされる一方で、クリーン＆ジャー

クは、高いストレングスが要求され、発

揮する筋力が大きいのが特徴であると

記述されている。従って、ウェイトリ

フティングにおいて成功するというこ

とは、技術が優れていると同時に生理

学的にも適応していることを意味する。

競技会での試技順は、主にバーベル

の重量によって決定され、負荷は常に

増えていく（28）。各試技に続き、選手

には、次の試技まで最低２分間、最大

およそ20～30分間のインターバルが

与えられる。選手が連続した２回の試

技を成功したら、次の試技を始めるま

でに２分間が与えられる（28）。多くの

選手が同じ重量を挙上するときは、次

の試技までの時間がさらに長くなる可

能性がある。競技会についてのこれら
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の特性は、後に論ずる生理学的な適応

を考える際に重要となってくる。

競技会で用いられるスナッチとクリ

ーンの主なスタイルはスクワットスタ

イルであり、ジャークではスプリット

スタイルである。1960年代以前には、

スプリットスタイルが、スナッチとク

リーンにも用いられていた。何人かの

一流ウェイトリフティング選手がパワ

ージャークまたはスクワットジャーク

を使用しているが、これはまれなケー

スである。S&Cプログラムでは、ハン

グからのリフトやパワーリフトなどの

他のバリエーションが用いられる。ハ

ングからのリフトは、バーベルを床に

置かないスタートポジションで行われ

る。パワーリフトは、ウェイトリフテ

ィングの試合でみられるようなフルス

クワットではなく、パーシャルスクワ

ットのポジションで、バーベルを頭上、

または肩に乗せるというものである。

安全性

ウェイトリフティングの危険性に関

して、様々な噂と言い伝えが蔓延して

いるが、ウェイトリフティングのトレ

ーニングが重度の傷害を引き起こすと

いう証拠は存在しない。事実、ウェイ

トリフティングにおける傷害発生率は、

バスケットボールやアメリカンフット

ボール、体操のような一般的なスポー

ツよりも少ない（25）。もちろんウェイ

トリフティングやウェイトトレーニン

グでも傷害は起こるが、これはまれな

ケースであり、一般的には競技会の最

大限のパフォーマンスを行っている状

況で発生している（53）。

Byrdら（6）は、子どものウェイトリ

フティングのトレーニングと競技につ

いて、およそ２年間を超える長期のデ

ータを報告した。競技会に平均８回参

加した子どもで、パフォーマンスは向

上していた。しかし、傷害は全く発生

しておらず、またトレーニングが行え

ない期間も一切なかった。著者は、ト

レーニングとコーチングをデザインす

る際、科学的理論が重要であると強調

している（6）。これは、ウェイトリフテ

ィングとウェイトトレーニングの傷害

発生率の差を物語っている。後者のほ

うが、実施時間1,000時間当たりの傷

害発生率がわずかに高いのである（25）。

ウェイトリフティングの選手は、典型

的なウェイトトレーニングと比べて、

コーチによって監督される場合が多く、

また、適切なエクササイズテクニック

の指導を受けている可能性も高いと考

えられる。

さらに、引退したウェイトリフティ

ング選手の傷害発生に関する後ろ向き

分析は、ウェイトリフティングが危険

であるという概念を支持していない

（21）。一般のスウェーデン人から得ら

れたデータと比べると、スウェーデン

の元ウェイトリフティング選手に発生

した腰部と膝の痛みは、同程度だった。

従って、ウェイトリフティングのトレ

ーニングが変形性関節疾患の発生を増

加させるとは考えにくい。

有酸素性および無酸素性代謝

短時間で非常に高強度の運動が要求

されるという種目特性から、ウェイト

リフティングでは有酸素性代謝の適応

がそれほど起こらないようだ。しかし、

Faheyら（11）は、ウェイトリフティン

グ選手の最大酸素摂取量は、あまり運

動を行わない人と比べて、一貫して高

かったことを報告した。また、筆者は、

体重当たりの最大酸素摂取量の値は、

体格の優れている選手にとっては、筋

量が多いために不利な方向に偏ると示

唆している（11）。事実、ウェイトリフ

ティング選手は他のストレングス＆パ

ワー系選手と同様に、高い最大酸素摂

取量を有する他の選手と比べて、大き

い仕事量をこなす能力がある（11,46）。

また、最大酸素摂取量の適応について

は、心臓の強さあるいは機能的な容量

にも関連するかもしれない（13）。

これらの結果は、Stoneら（50）の研

究を考慮すると驚くべきものではない。

典型的なウェイトリフティングのトレ

ーニングセッションによって、ピーク

心拍数が推定最大心拍数の96％を示

し、さらにトレーニングセッションを

通した平均が86％を示したことを認

めた。また、トレーニング中の換気量

も高く、平均51l／分であった。一方、

運動を行わない人では、この種のトレ

ーニングにより、最小８週間のトレー

ニング期間であっても、有酸素性代謝

の効果的な適応が起こることが示され

ている（51）。

無酸素性のトレーニングを積んだウ

ェイトリフティング選手は、トレーニ

ングをしていない人より、力学的な仕

事量が大きく、血中乳酸濃度が高くま

で達することが可能である（49）。さら

に、同じ運動強度では、ウェイトリフ

ティング選手のほうが、血中乳酸値が

低く、主観的運動強度も低い。この結

果は、有酸素性と無酸素性の代謝様式

のトレーニングを行っている人で起こ

る適応と類似している。興味深いこと

に、これらの適応はトレーニングの副

産物であるようだ。これは、ウェイト

リフティングにおける成功と、有酸素

性および無酸素性代謝のパフォーマン

スとが、関連あるものだとはあまり考

えられないからである（22）。従って、

有酸素性および無酸素性代謝の適応が

起こるのは、特異的なトレーニング期

ではなく、一般的な準備期であると考

えられる（42）。ウェイトリフティング

選手の一般準備期のトレーニングは、
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比較的低強度で大量に行う（47）。

ウェイトリフティングにおいてエネ

ルギー源となる基質は、主としてホス

ファゲン（リン酸化合物）系である（39）

が、酸化系と解糖系の適応については、

回復過程を通して説明することができ

る（43）。トレーニングセッション中の

セット間における回復では、高エネル

ギーのリン酸を補給するため、最初に

速い解糖系を利用し、次に酸化系代謝

が用いられる（39）。エクササイズとそ

の回復において無酸素性の代謝経路に

大部分依存することで、運動後過剰酸

素消費（EPOC）が起こる。これは、運

動後90分間において、有酸素性代謝

が高まるものである（5）。代謝経路の

ホメオスタシスは、運動後38時間まで

完全に回復しないかもしれない（36,43）。

このように代謝反応が持続している時

間が長いことが、毎日、毎週のトレー

ニングの変数を調整して十分な回復を

促すための補助となっている。

身体組成

上記のような、ウェイトリフティン

グ選手の一般準備期の間、Stoneら

（51）は、初心者の選手に最低５～８週

間のトレーニングを実施させたところ、

除脂肪体重が2.4kg増加し、体脂肪が

３％減少したことを報告した。他のト

レーニング方法でも、体脂肪を減少さ

せることは可能だが、我々が知る限り、

そのような短期間でここまでの除脂肪

体重が並行して増加することを報告し

た研究はない。ウェイトリフティング

選手の平均体脂肪率は、６～12％で

あることが示されている（11,31）。こ

の差は、一部には、身体の大きさの違

いが原因であると考えられる。身体の

大きい選手のほうが、体脂肪率が高い

傾向にあるからである。ただし、他の

ストレングス系選手と比較すると彼ら
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の体脂肪率は低い（11）。このことは、

ウェイトリフティング・トレーニングの、

ある特定の段階では、代謝要求が高い

という結果であるかもしれない（42）。

除脂肪体重は、骨密度が上昇し、骨

格筋の適応が起こることによって増加

する。単回帰直線および重回帰直線を

用いて、Conroyら（8）は、ウェイトリ

フティング選手で30～65％骨密度が

高いという事実は、ストレングスとい

う機能の１つであることを説明してい

る。従って、骨密度の増加については、

遺伝的因子のみで説明することができ

ない。

筋線維の適応には、筋線維タイプの

移行と筋線維の肥大が含まれる（16,24）。

トレーニングによって、ミオシン重鎖

（主として収縮力と速度に関わるタン

パク質）は、IIbからIIaに移行する。ミ

オシン重鎖 IIaタンパクを持つ筋線維

は、成長能力が最も大きい。実際に、

全米レベルのウェイトリフィティング

選手は、ミオシン重鎖 IIbを含む筋線

維を全く持たないことが報告されてい

る（16）。また、筋肥大によって、筋の

断面積は増加するので、筋力の発揮能

力が増加する（24,30）。体脂肪率の減

少と並行してこの骨格筋量の増加が起

こるので、選手は体重の階級限界内に

留まりながらも、さらに大きいストレ

ングスとパワーを発揮することができ

る。

運動学習と制御

技術的な要素を有する多くのスポー

ツ種目と同様に、ウェイトリフティン

グのトレーニングも、運動制御の改善

と関連がある。運動制御において最も

目覚しい変化とは、筋群と運動単位の

活性化におけるコーディネーション能

力の向上である（12,23,32）。運動単位

の活性化に関して、ウェイトリフティ

ング選手は選手ではない人よりも、最

大下の筋収縮で多くの速筋線維を動員

できる（12）。

さらなる分析により、クリーンの挙

上を成功させるには、その様々な段階

において、筋活動の開始と終了の時間

経過が重要であることが明らかにされ

ている（32）。これらの筋活動のパター

ンは、最大筋力の発揮と力の立ち上が

り速度が最適のタイミングで起こるよ

う作用する（9,10）。例えば、バーベル

が膝関節を通過するときに、膝関節伸

筋の活動が終了して、膝関節屈筋の活

動が始まることにより、ダブル・ニー

ベントの動作が発生する（3）。セカン

ドプルを行うために膝関節伸筋が再び

活動を起こすので、膝関節屈曲方向へ

の正味の関節のモーメントは結果とし

て小さい（3）。

これらのデータは、ウェイトリフテ

ィングで成功するには、単に大きな筋

力を発揮する機能だけが必要なわけで

はないことを示している。Garhammer

とGregor（20）は、経験者と未経験者

のリフターには、単に発揮できる力の

大きさだけではなく、最大限に近い力

を発揮し続ける時間の変化にも違いが

あったことを明らかにした。このパタ

ーンは、ウェイトリフティングのエク

ササイズだけではなく、垂直跳びでも

認められる（20）。垂直跳びのパフォー

マンスは、他の競技のパフォーマンス

との相関が高い（2,14）ので、高いパワ

ー出力が要求される他のスポーツ競技

にも、単に最大筋力だけでなく、力を

発揮する時間の概念が重要であると考

えられる。

バイオメカニクス

ウェイトリフティングのバイオメカ

ニクスについて最も徹底的に再検討し

た論文は、Garhammer（19）によるも
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のだろう。この論文は、他の競技の

S&Cにとって重要な力学のみを扱うも

のである。ここでは、スナッチとクリ

ーンを３つの要素に分解できることが

示されており、それぞれの要素は、適

応に対する異なった利点を有している。

これら要素とは、（a）ファーストプル、

（b）セカンドプル（先行して起こるダブ

ル・ニーベントを含む）、（c）バーのキ

ャッチである。

ファーストプルは、静かに置かれた

床上の位置からバーベルを持ち上げ、

バーが膝関節を通過するまでを指す。

この要素では、床に対する体幹の角度

は垂直よりはむしろ水平である（3）。従

って、膝関節と股関節伸筋群による最

初の動きに加えて、背部伸筋群、肩甲

帯の内転筋群、および肩関節伸筋群も

関与する。背部の伸筋群は、重力によ

る前方へのずれに抵抗するために、後

方へずれる力を生み出す（35）。この後

方へずれる力は、同時に生じる圧縮力

とともに脊柱の安定性を増加させるも

のである。肩甲帯の内転筋群および肩

関節伸筋群は、バーベルを身体から近

い位置に保つものである。この位置で

は、リフターは大きい力を発揮するこ

とができるが、高速で高重量を動かす

ことはできない（3）。よって、床から

バーを引き上げる動作は、始動するた

めのストレングスを鍛えるのに役立つ。

始動するためのストレングスとは、筋

活動の発現から非常に短時間のうち

に、大きい力を発揮する能力である。

これは、アメリカンフットボールやバ

レーボールのような競技における、最

初の防御体勢に関連している。

バーベルが膝関節を通過するとき、

膝関節は前方に移動し、バーベルと股

関節は互いの方向へと近づく（3）。こ

の動きによって伸張‐短縮サイクルが

始まり、リフターとバーベルの位置関

係が変化する。リフターは、バーベル

へ大きな力を速く伝達しやすい、テコ

の作用を利用できる関節位置になり、

その結果大きいパワーを出力する

（3,18）。

この大きなパワーをつくり出すこと

が、スナッチとクリーンの主な利点で

あると考えられるので、典型的なS&C

プログラムでは、リフティングのこの

部分だけを分離したエクササイズが実

施される。これには、ハングおよびボ

ックスからのリフトとハイプルがある。

選手がこれらのエクササイズを用いる

と本当に有利になるが、セカンドプル

だけが、スナッチとクリーンのエクサ

サイズにおける重要な特性であるとい

うわけではない。

スナッチとクリーンで最も見過ごさ

れている特性は、おそらく、頭上か肩

でバーをキャッチすることである。ウ

ェイトリフティングのサークル内にお

いて、これは「バーに出くわす」こと、

つまりバーベルの下方への勢いに対し

て能動的に抵抗することにより行うこ

とができる。これには、エキセントリ

ックおよびアイソメトリックの様式で

主働筋を活動させることが必要である。

ウェイトトレーニング（例えば、スク

ワットのネガティブフェーズ）とウェイ

トリフティングのエキセントリック動

作の違いは、ウェイトリフティングの

ほうが、下向きのバーベルの勢いに打

ち勝つために大きな対抗力を必要とす

るということである。従って、デプス

ジャンプなどのプライオメトリックエ

クササイズと同様に、急激にエキセン

トリックな筋力を発揮することが必要

である。これは、抵抗筋力とも呼ばれ

ており（44）、反応筋力というエキセン

トリックからコンセントリックへと急

速に動作を切り替える能力にも役立つ

ものである。

プライオメトリックエクササイズは、

S&Cにおいて広く利用されているが、

これらのエクササイズの着地段階は、

主として膝関節や足関節の傷害を伴う

ことが多い。スナッチとクリーンのエ

クササイズは、さらに安全で、おそら

く効果的な、抵抗筋力を強化するため

の方法である。一方で、反応筋力をト

レーニングするには、ジャークを利用

することが可能である。適切にトレー

ニングを行った人では、バーのキャッ

チの際に発生する垂直方向の地面反力

が、ジャンプやデプスジャンプの着地

で発生する力よりも小さい（4）。

ジャークエクササイズに焦点を当て

た研究は、スナッチやクリーンを対象

とした研究に比べて、数がかなり少な

い。膝関節屈曲によりジャークを開始

し、直後に急速な膝関節を伸展させる

ことは、スナッチとクリーンでのセカ

ンド・ニーベントとセカンプルと類似

している。ジャークで肩から頭上にバ

ーベルを押し上げる際、スナッチとク

リーンのセカンドプルのときのように、

バーベルに対して同じくらいのパワー

が伝達される（18）。クリーン＆ジャー

クでは、スナッチよりも高重量のバー

ベルを挙上できるという点を除けば、

ジャークにおける頭上でのバーのキャ

ッチは、スナッチと類似している。

長期的トレーニング

予想される通り、ウェイトリフティ

ング選手はトレーニング経験の年数が

同程度である他のスポーツ選手と比較

して、大きい力とパワーを発揮するこ

とができる（29）。さらに、パワー－負

荷曲線およびパワー－速度曲線の形は

ウェイトリフティング選手に特徴的で

あり、短期間に爆発的ウェイトトレー

ニングを用いたトレーニング研究で観

察されたものと類似している（37）。こ
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れらのデータは、筋系（すなわち筋線

維、特にタイプIIa線維の肥大）および

神経系の適応の重要性を明らかにする

ものであり、また、これらの適応は、

高重量での爆発的トレーニングによっ

てのみ得られる可能性があると示して

いる。

ウェイトリフティング選手は、比較

的高重量または爆発的な方法、もしく

はその両方でトレーニングしている他

のストレングス／パワー系選手と比べ

て異なる適応を示すように思われる

（34）。ウェイトリフティング選手は、

負荷の範囲内のすべての負荷において、

パワーリフターより大きいパワーを発

揮し、速いスピードで動作する。パワ

ー出力と速度は、ウェイトリフティン

グ選手とスプリンターの間で統計的な

有意差は認められなかったが、適度な

効果の差がピークパワーにおいて観察

された（34）。従って、事実上有意差が

存在しており、ウェイトリフティング

選手がスプリンターより大きいパワー

を発揮することを示している。この研

究では、高重量を最大限まで加速させ

るという意志を持って、パワーリフタ

ーがトレーニングしていたかどうかに

ついては明確となっていない。この重

要な概念は、ウェイトリフティング・

エクササイズの本質に必要なものであ

り、力の立ち上がり速度として知られ

ている、力を急速に発揮させる能力を

高めるものである。

また、パフォーマンス向上のために

伝達性の高い生化学的環境へと促進す

るように、長期的なトレーニングが神

経内分泌系によい影響を及ぼすかもし

れない（15,24）。Hakkinenら（24）は、

ウェイトリフティング選手が２年間ト

レーニングを行うとテストテスロンが

上昇する可能性を示した。また、この

テストテスロンの増加は、パワーの発

揮能力とも関係が深かった（24）。

同様に、経験レベルの異なるウェイ

トリフティング選手を比べると、２年

以上の経験がある選手は運動誘発性の

テストテスロン反応を引き出すことが

できたが、２年未満の経験しかない選

手ではその現象は認められなかった

（31）。また、これらの選手を１年後に

再調査すると、運動誘発性のテストテ

スロン反応は、１週間過度にトレーニ

ングをした後であっても、さらに大き

いままであった（15）。追加の１年間の

トレーニングの前後におけるこれらの

反応の違いは、ストレスが高いトレー

ニングに耐える能力が高められたこと

を示している。

スポーツパフォーマンスとの関連性

運動パフォーマンスを向上するため

にS&Cプログラムにウェイトリフティ

ング・エクササイズを組み入れる科学

的原理は、ウェイトリフティングと爆

発的な競技動作の力学的構造が類似し

ていることと、ウェイトリフティング

と他の競技パフォーマンスとの関係に

基づいている。前者に関して、トレー

ニングのバイオメカニクスの特異性は

動作一致の原則によって決定される。

この原則で、特異性とはトレーニング

と競技課題の固有のバイオメカニクス

の機能を意味し、単に表面上の動きの

特性だけではないことを示している

（44）。例えば、任意の課題において、

動作速度は筋力の立ち上がり速度と比

べて、爆発的な動作レベルを表すよい

指標であるとは言えない。

固有のバイオメカニクスとは、筋と

関節動作の性質と配列、筋の力‐時間

関係の変遷、および動作範囲と大きさ

などを含むものである。陸上で行われ

るほとんどの競技では、地面を押し返

すために筋組織が力を発揮しなければ

ならない。これら動作の例としては、

ランニングとジャンプの動作が挙げら

れ、これに関わる筋組織は、股関節と

膝関節の伸筋群、および足関節の底屈

筋群である。ウェイトリフティングに

もこれらと同じ筋群が、似たような動

作の順番で関わっている。

さらに、異なった負荷でのウェイト

リフティングにおいて、筋力を発揮す

る時間経過のパターンは、ジャンプで

みられるパターンと一致している（7,20）。

従って、ウェイトリフティングのパフ

ォーマンスと、垂直跳び（外的負荷の

有無にかかわらない）と階段駆け上が

りテスト（Margaria-Kalamenテスト）

などのような無酸素性パワーの測定値

との間に高い相関関係が認められても、

驚くことではない（22,23,45）。また、

ウェイトリフティングのパフォーマン

スを含む、無酸素性パワーについての

これらの様々な測定結果も、競技パフ

ォーマンスと関係が深い（1,2,14,27,41）。

最大筋力は、外的負荷の有無にかか

わらず、ジャンプパフォーマンスの向

上に関連している（48）。トレーニング

を行っていない人では、最大筋力を増

加させるだけでも、垂直跳びの高さは

向上する（40）。しかしながら、最大筋

力の発揮は、パワーとは異なり、常に

垂直跳びの高さに影響を与えるわけで

はない（17,33,52）。さらに、トレーニ

ングを積んだ人では、多くの筋力を必

要とするトレーニングだけを実施して

も、垂直跳びは向上しない（26）。これ

は、ジャンプのパフォーマンスには、

爆発的ストレングスが特に重要である

ということを示している。従って、重

負荷のストレングストレーニングは、

パフォーマンスの適応を最適にするた

めに必要であるが、これはウェイトリ

フティングで行われるような爆発的な

様式で実施されるべきである（26）。

from Strength and Conditioning Journal
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推奨

おそらく最も一般的に使用されてい

るウェイトリフティング・エクササイ

ズのバリエーションは、ハングからの

パワークリーンであると言われている。

しかしながら、ウェイトリフティング

では、これはパフォーマンスを高める

ために用いられるエクササイズのうち、

多数存在するバリエーションの１つに

すぎない。従って、ウェイトリフティ

ングによる利点は、多くのウェイトリ

フティング・エクササイズのバリエー

ションを巧みに用いることによって得

られる。ウェイトリフティングに使う

トレーニング時間には、スクワットや、

スナッチとクリーンのパワーバージョ

ン、そしてプッシュジャークとスプリ

ットジャークなどを行うべきである。

これらのバリエーション（床からのプ

ル）を行うことの主な利点は、用いる

負荷を最も大きくできることである。

上記で論じたように、重負荷を用いた

速度の速いトレーニングは、力の立ち

上がり速度の向上にとって重要であり、

これは爆発的ストレングスに中心的な

役割を果たす。さらに、選手は、競技

中に遭遇するかもしれない、力学的に

不利な位置で筋力を向上させることが

できる。選手のニーズと技術的な欠点

に応じて、ハングやボックスからのリ

フトやスプリットスナッチおよびクリ

ーンを用いるとよい。

これらのエクササイズを適切に行う

テクニックは必要不可欠であるので、

これらのリフトを指導するコーチは最

小限でも、スナッチ、クリーン、ジャ

ーク、およびそれらのバリエーション

を実践して練習できる教育コースを修

了しているべきである。このようなコ

ースは、米国ウェイトリフティング協

会（他国であれば、その国のウェイト

リフティング連盟）、NSCA主催シンポ

ジウム、または有資格者とのインター

ンシップなどを通して提供されている。

まとめ

ウェイトリフティングには、選手の

トレーニングにとって多くの利点があ

る。ウェイトリフティングの力学的な

特性はよく認識されているが、ウェイ

トリフティングのトレーニングによっ

て追加される適応もある。生理学的、

神経学的、および力学的適応が協調す

ることは、ウェイトリフティングのエ

クササイズと方法が、競技パフォーマ

ンス向上のためのたった１つの最も効

果的なトレーニング方法である可能性

があると示唆している。S&C専門職が

ウェイトリフティングの知識と経験を

得るためには、多くの情報源が利用可

能である。
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