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トップアスリート指導に携わるS&C専門職は、どのような経験を
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し、どのような軌跡をたどってきたのか。絶え間ない努力が今を形
作っているのは言うまでもないが、第一線の現場で仕事をしている
彼らの言葉は、貴重な示唆となるはずだ。
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院の１年目を終わる頃にはほぼ確定的

に一喝されました。これは自分にとっ

なものになり、一体自分は何がしたい

て人生最良の言葉であったと思いま

のかを考えました。その答えは、ト

す。大学院修了後、情報も人脈もない

トボールをプレーしていたのですが、

レーニングをする仕事をしたいという

状況で、どのように勉強すればいいの

当時から身体が人より大きかった自分

ことでした。トレーニングをした自分

か迷いましたが、スポーツ先進国
（少

は、
努力が嫌いでトレーニングもせず、

には変化が生まれました。筋力だけで

なくとも当時はそう思っていた）であ

ただフットボールが楽しくてやってい

なく、何事にもポジティブになり、大

るアメリカに行けば、トレーニングを

ました。しかし、自分がチームを引っ

げさではなく、自分の人生が変わった

学び、そのままその仕事をすることも

張る立場になったときにケガをしてし

のです。この、変われる喜びを多くの

できるのではないかと考え、アメリカ

まい、このときトレーニングの必要性

人に伝えたいという思いは非常に強い

に渡りました（今から思えば甘い考え

を感じて実践するようになりました。

ものになっていました。

ですが）。コロラドにある小さな大学

けは？
朝倉

私は大学時代、アメリカンフッ

で様々な仲間に出会い、切磋琢磨し、

当時はS＆Cなんていう言葉も知らず、
通っていたジムでボディービルダーの
人からいろいろ聞いて、自己流でト
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鹿 島 デ ィ ア ー ズ（ ア メ リ カ ン

素晴らしい指導者に出会い、さらにこ

フットボール部）で指導をすることに

の仕事をやっていきたくなりました。

なったきっかけを教えてください。

レーニングの勉強を始めました。

朝倉

自分が働いていたある施設では、私

大学院時代、工学とスポーツは

は小学生からプロアスリートまで、同

進学する前に、今でいうインターンと

まるで関連がないように見えた自分

じ環境で、同じコンセプトで、同じバ

して、神奈川県小田原市にあるかなり

は、大学院を続けるかどうか迷いまし

リューを持って指導しました。なぜな

大きな企業の研究所に行きました。実

た。しかし「どんな内容であれ、大学

らば、彼らは昨日より良い自分になる

習を終え、この業界で働く自分は不幸

院修士課程の勉強程度を終えられない

ために来ているという点では同じだか

せだと感じました。この気持ちは大学

奴がなにをやっても物にならん」と父

らです。これは、この施設のオーナー

私は工学を専攻しており、大学院に
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の教えでした。プロのドラフト前にト

をする必要があります。

レーニングしてパフォーマンスが向上

現在のチームでは、年

したことも、まっすぐ走れなかった子

間を通じてスポーツスキ

が走れるようになったことも、同じく

ルの基礎を構成する基本

らい素晴らしいことであると心から感

的な動作を、常に物理的

じました。この施設での経験により、

に効率の良いポジション

ストレングスコーチという職業はト

で力を伝え、行えるよう

レーニングを通して人にコンセプトと

にトレーニングを行って

取り組み方を教えることだということ

います。たとえば、マー

に気づきました。人生を変える力を持

チやスキップなどの非常

つ仕事をしていると確信したのはこの

に簡単な技術をより完璧

ときです。

に行い、力を正しく伝え

現在、私はXリーグの鹿島ディアー

ら れ る よ う 意 識 し ま す。

選手の『覚醒』を促すよう、意識して指導します。

ズというアメリカンフットボールチー

さらにレジスタンスト

ムで指導していますが、このチームに

レーニングでは、その技術を達成する

ことのほうがすんなり入っていきやす

来るきっかけは、現在のヘッドコーチ

ために必要な安定性と可動性、その協

いものです。このようにすることで、

との出会いです。神戸でセミナーをす

調パターンを鍛えます。最終的には、

6 0 人以上いるチームでも私の２つの

る機会をいただき、このときにいろい

ポジションごとの技術に落とし込みや

目だけでなく、それ以上多くの目によ

ろ話をさせていただきました。また、

すくするためのヒントを与えながら

る指導が行き届くわけです。

チームのトレーナーやストレングス

（教え方を）特化して指導します。結果

コーチ
（前任の方）
ともお会いして懇意

として、非常に簡単な地面を押すスキ

にさせていただきました。その後、前

ルから、選手自身が自ら学び、理解し、

任の方が新しい仕事でチームを離れら

覚醒していきます。

Ｑ４

朝倉さんの今後の展望
（目標）
に

ついてお話しください。
朝倉

スポーツの現場というのは研究

れるので日本に戻ってきてほしいと打

私はコーチングの際に常に意識して

開発の場であると思っています。車で

診を受け、このチームでの指導をする

いることが２つあります。ひとつ目は

言えばF1だと。F1のテクノロジーは

ようになったのです。

伝、教、覚です。伝：すなわち正しく

必ず一般車に利用されます。人間でも

技術を教えること、教：すなわち選手

同じです。基本的に同じ機能を持つ人

指導の中で
『S&C』をどのよう

が自ら同じことを繰り返し学び練習し

間という動物の機能を向上させるとい

な位置づけとして考えていますか？

Ｑ３

意識せずにできるくらいまで刷り込む

う目的は、老人でも幼児でもトップア

私は、ストレングスコーチの仕

こと、そして覚：何度も刷り込んでい

スリートでも同じです。スポーツ、特

事はスポーツスキルを
“より”効果的

ゆくことで、本質的に理解運用できる

にトップスポーツという現場でのノウ

に、効率的に、安定的に、パワフルに、

ようになる覚醒のプロセスを逃さない

ハウをもっと一般にシームレスに落と

継続的に行えるようにすることである

ように指導すること。覚醒が起こるま

しこんでいきたいと思っています。ト

と考えています。したがって、それら

で同じことを何度でも教え、選手が自

レーニング、そしてその結果として起

を達成するために身体を教育し鍛える

らそのつながりを感じることができる

こる身体の機能向上は、気持ちを変え、

こと、
そして変化を身体と頭で理解し、

まで我慢することを意識しています。

人生を変える力があります。誰でも変

二 つ 目 はPeer Mentoringで す。 こ

化し、幸せになる権利はあります。そ

れはすなわち、選手同士で教え合うこ

れを多くの人に感じてもらうために研

これを達成するためには、人間の

とができるように、すべてに一貫性を

究開発をし、教育をしていきたいと

持っている基礎的な動作パターンにつ

持たせ、覚醒したものを選手間で伝え

思っています。より多くの人が本当に

いて『“より”効果的に、効率的に、安

たり教えたりする環境を最適化するこ

幸せになれれば、この仕事の社会的地

定的に、パワフルに、継続的に行える

とです。選手は自ら学んだことを他の

位、認知度も上がると思います。30

ように動作のエッセンスを教える』
『そ

選手に伝えることで、その理解を増す

年後も、多くの人が自分の仕事はスト

の動作をよりパワフルに、ロスなく伝

ことができます。そうすれば新しい覚

レングスコーチと胸を張って言えるよ

える』
『これらを運用してスキルにつな

醒が起きやすくなるわけです。また、

うに、多くの人を幸せにしたいと思い

げてゆく』という３段階のアプローチ

教わる選手も身近にいる選手から聞く

ます。◆

朝倉

実践できるようになる、ある種の覚醒
を起こすことが必要だと思います。
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