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ニュージーランド　スーパーラグビーチーム
CRUSADERS S&Cコーチ研修
吉田 直人
CSCS*D,NSCA-CPT*D, 認定検定員, 南関東AD, 本田技研工業株式会社ラグビー部 Honda HEAT S&Cコーチ

CRUSADERSに て 2 週 間 のS&Cコ ー
チ研修を受けてきた。ここでの経験、
学んだことを本稿で報告する。

CRUSADERS KNIGHTS CAMP
　本研修のスケジュールについて表 1
にまとめた。まず、CRUSADERSサテ
ライトチームであるKNIGHTSのセレ
クション合宿を見学した。KNIGHTS
は若手選手の集まりで、CRUSADERS
の予備軍である。約 60 名の選手が集
まり、この合宿で 30 数名に絞られ
る。 若 い 選 手 は ま ずKNIGHTSに 入
ることを目標にしているので、一つ
ひとつの練習にとても緊張感があっ
た。合宿の初めにガイダンスがあり、
KNIGHTSのマネージャー、ヘッド

　世界最高峰のラグビーリーグは南ア
フリカ共和国、ニュージーランド、オー
ストラリアの 3 ヵ国を代表する 15 の
クラブチームが、南半球最強の座を争
うスーパーラグビーである。スーパー
ラグビー選手のフィジカル面は毎年向
上しており、より大きく、より強く、
より走れるようになっている。
　スーパーラグビーのうち、過去 7 回
の優勝実績を持つCRUSADERSとい
う名門チームがある。CRUSADERS
はニュージーランド（NZ）の南島上部
のクライストチャーチにあり、ブラー、
タスマン、カンタベリー 3 州のラグ
ビー協会所属選手とドラフト選手から
選抜し編成され、 3 つのカテゴリーに
分かれている（図 1 ）。選手のほとんど
が、 3 州の選手であり、ドラフト選手

は少ない。毎年NZ代表（オールブラッ
クス）に多くの選手が選抜される、選
手層の厚いチームである。
　筆者はHonda HEATラグビーチー
ムでS&Cコーチをしており、その役
割は、①フィジカル面（ストレングス、
フィットネス[有酸素性能力]、スピー
ド＆アジリティ、身体組成等）の年間
計画作成と指導、②選手のコンディ
ショニング管理（リカバリー等、疲労
度の管理）、③ウォームアップ、クー
リングダウンの大きく 3 つである。今
回、世界のラグビートップチームがど
のような取り組みをしてフィジカルを
強化し、チームを勝利に導いている
のか大変興味があり、また前述の内
容に関係することを学びたいと考え、

寄稿

図 1　CRUSADERSのチームカテゴリー

表 1　2週間の研修スケジュール

2/9 ～ 10 CRUSADERSサテライトチームKNIGHTS合宿帯同

2/11 ～ 12 CRUSADERS練習見学、S&Cセッション見学

2/13 CRUSADERS 練習見学、アカデミー練習見学

2/14
CRUSADERS S&Cコーチとのディスカッション、　　　

テクノロジーの活用

2/15 KNIGHTSの育成、リカバリープロトコルについて

2/16 アカデミープールリカバリー見学、クラブチーム試合観戦

2/18 CRUSADERS S&Cセッション見学、ポジション別トレーニング見学

2/19 CRUSADERS 練習見学、S&Cセッション見学

2/20 CRUSADERS VS KNIGHTS試合見学
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コーチ、CRUSADERSのキャプテン
の 3 名から、選手にチームのビジョ
ン、目的、行動指針が伝えられた。
特に印象に残っていることは、『THE 
CRUSADERS MAN』というチーム文
化、求める選手像についての話である。
これには以下大きく 6 つの柱がある。
①RESPECT（尊敬）
②INTEGRITY（信用）
③TEAM FIRST（チームを一番に考える）
④ENJOYMENT（楽しむ）
⑤LOYALTY（忠誠）
⑥EQUALITY（平等）
　CRUSADERSの一員になるために
は常にこの 6 つの柱を意識しながら行
動する必要があると伝えていた。各項
目に対して、ケーススタディ形式で例
を出して、選手にこのような状況に
なったらどうするか聞きながら話を進
めていた。例えばゲームメンバーから
外れたとき、TEAM FIRSTを考え、
練習やトレーニングの際にどのよう
な行動をとるべきか？ というように、
実際に起こりうる状況に合わせての質
問が行なわれていた。
　また、優れた選手になってゲームで
活躍するためには、特にRESPECTと
INTEGRITYが重要であると強調して
いた。何かチーム内で問題が起きるた
びに、THE CRUSADERS MANの考
え方について話す機会を設けて、チー
ムに落とし込んでいる。この考え方は、
チーム内の各カテゴリーに共通で、ど
のレベルの選手に対しても同じ教育を
しているとのことだった。
　また、トレーニング方法、スキル、
戦術も同じコンセプト、指導方法で教
えているとのことである。そのため、
KNIGHTSの選手が CRUSADERSに呼
ばれてプレーしても、すぐに他の選手
と意思疎通ができるようにすべてを一
貫教育で育成している。このようなシ

ステムのおかげで、次々に若くて良い
選手が生まれ、活躍するのではないか
と推察される。

測定
　次に測定に関して学んだ。チーム
において、シーズン開幕の 2 週間前
に 1 RMテストとフィールドテストを
実施しているとのことである。テスト
項目は、 1 RMがパワークリーン（PC）、
バックスクワット（BS）、ベンチプレ
ス（BP）、 チ ン ニ ン グ（CN）の 4 種 目
である。フィールドテストは、 40 m
スプリント（ 10 m間隔で光電管を設
置）、Yo - Yoテストの 2 種目を実施し
て い た。 1 RMテ ス ト で は、 ど の 選
手も良いテクニックで驚いた。S&C
コーチは、普段のトレーニングのとき
から重量よりもテクニックを優先し
て指導しているとのことだった。強
い選手になると 1 RMの数値は、フォ
ワードではPC： 140 kg、BS： 210 kg、
BP： 160 kg、CN： 167 kg（体重＋ウェ
イト重量）。バックスではPC： 130 kg、
BS： 190 kg、BP： 150 kg、CN： 160 kg
を挙げていた。

ムーブメントスクリーン
　フィジオスタッフが中心となりプレ
シーズン、インシーズン、オフシーズ
ンの最初に 13 種目のムーブメントス
クリーンテストを実施していた。その
後は 8 週間ごとに実施し、身体の機能
不全のチェックと改善状況を把握し、
プログラムに反映させてさらなる改善
を図っているとのことだった。 8 週間
ごとのスクリーンテストでは、全種目
ではなく改善が必要な種目だけをテス
トし、時間の短縮を図っていた。コレ
クティブ（修正）エクササイズメニュー
はフィジオスタッフが作成し、ウェイ
トトレーニング前のウォームアップや

グラウンド練習前の個人アップで実施
するようになっている（表 2 ）。

S&Cセッション
　S&Cセッションの内容としては、
大きく分けてウェイトトレーニング、
サーキットトレーニング、スピードト
レーニングの 3 つのセッションがあっ
た（表 3 ～ 6 ）。ひとつのセッションの
時間は 1 時間以内に終わるようにプロ
グラムされていて、常に短い時間で高
強度のトレーニングを考えているとの
ことであった。
　ウェイトトレーニングの頻度は、プ
レシーズンで 3 回、インシーズンでは
2 回実施している。研修時のウェイト
トレーニングの期分けとしては、パ
ワー期であった。種目は、パワーク
リーン、バックスクワット、デッドリ
フト、ベンチプレス、チンニング、ショ
ルダープレス等のベーシックな種目
がほとんどであった（表 3 ）。どの種目

トレーニングルーム

表 2　ムーブメントスクリーン種目

スクワット

カウンタームーブメントジャンプ

バウンディング

1レッグスクワットジャンプ

ランジツイスト

ロータリースタビリティ

プッシュアップ

ストレートレッグレイズ（SLR）　など
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ら 1 つ選び実施する。これを 1 セット
とし、同じ種目が連続しないように
し 10 セット繰り返す（表 4 ）。また筋
持久力系としては、表 5 のようなもの
が行なわれていた。
　他の練習に加えて、こういったプロ
グラムを 1 週間単位のスケジュールに
落とし込んでいる（表 7 ）。

ウォームアップ
　ウォームアップを実施するにも、練
習内容によって必要とされる身体の準
備は変わり、練習が状況判断を中心と
する内容であれば、はじめは一般的
ウォームアップ（ジョグ、ダイナミッ
クストレッチング等）で筋温を高め、
適切なスタビリティとモビリティを高
める。その後、専門的ウォームアップ
で状況判断がスムーズにできるような
簡単なドリルを実施し、ビジョン、コ
ミュニケーション、ハンドリングスキ
ルの準備をする。一方、練習がコンタ
クト中心であれば、コンタクトに備え
た内容に変わる。このように、短い時
間の中で、効率良く選手を動かし、練
習スタート時から 100 ％で入れるよう
に準備していた。

選手のコンディショニング管理
クールダウン

　練習後は 4 つのステップがある。
①スポーツドリンクの摂取：脱水した水

分を戻す
②フレーバーミルク＋ストレッチング
（ストレッチバンド）：タンパク質、糖
質の摂取。筋の柔軟性の確保。

③アイスバス：フィットネス後は下半身
のみ、コンタクト後は全身入る。時間
は、 5 ～ 10 分

④食事：バランスの良い食事をとる。

　選手は、練習が終わった順にクール
ダウンを実施する。たまに若い選手で
クールダウンをしない選手もいるよう

表 3　ウェイトトレーニングのプログラム例
種目 Reps×Sets

上半身

1
ベンチプレス 5, 4, 3, 2, 2

ライイング　ワイパー 12×5

2
ベンチプル 5, 4, 3, 2, 2
サイドプランク 15s×5

3
ショルダープレス 5, 4, 3, 2, 2
プランク 30s×5

4
プッシュアップ TEMPO 5s/4s/3s/2s/1s/Max ×5sets※

チンアップ TEMPO 5s/4s/3s/2s/1s/Max ×5sets
※短縮性、伸張性局面を指定の秒数で実施する。

下半身

1
パワークリーン 5, 4, 3, 2, 2
ジャンプ＆アジリティ 5sets

2
バックスクワット 5, 4, 3, 2, 2
ジャンプ＆アジリティ 5sets

3
リバースランジor Boxステップアップ 8×3
ジャンプ＆アジリティ 3sets

4
ルーマニアンデッドリフト or グッドモーニング 6×3
ヒップスラスト 6×3

表 4　サーキットトレーニングプログラム例
A B

エアロバイク 1分間全力 タイヤフリップ 20m×1往復

ロウイング 1分間全力 ファーマーズウォーク 15m×1往復

アームバイク 1分間全力 スレッドプッシュ 20m×1往復
Aから選んで 1 種目実施後、Bから選んで 1 種目実施する。これを重複しないように 10 セット繰り返す。

表 5　サーキットトレーニングプログラム例 2
種目 方法

スレッドプル スレッドプッシュ 二人組になり、 30 秒実施し、 30 秒レストを 2 セッ
ト行なう。 2 セット終了したら次の種目に移動す
る。これを 3 セット実施する。種目は、時期によ
り変更していくようである。

プッシュプレス ボクシング

ファーマーズウォーク タイヤフリップ

ヒット＆ドライブ

表 6　スピードセッションプログラム例
ハードルラテラルホップ 5 回＋ 15 mスプリント

各 5 本
スクワットジャンプ（ 30 kg） 5 回＋ 15 mスプリント

レジスティッドスプリント 30 m

22 mスプリント

も 5 セット、低レップ（ 2 ～ 5 レップ）、
高強度で組まれていた。また、エクサ
サイズとプライオメトリックスを組み
合わせたコンプレックストレーニング
が多かったように思える。指導時に注
意している点として、重量よりも正し

いフォームを意識させているとのこと
であった。
　サーキットトレーニングでは、 2 つ
の目的に合わせたサーキットが実施さ
れていた。フィットネス系のものと
して、Aから 1 つ選んで実施後、Bか
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であるが、チームの文化としてチーム
で決められたこと、例えばクールダウ
ン、ウォーミングアップ等をしないこ
とは恥ずかしいという文化があり、ま
た年上の選手が若い選手に声を掛け一
緒に実施し、指導しているようであ
る。そういうことで徐々にやるように
なり、年上の選手が若い選手を指導す
るという文化が作られているようであ
る。
　一方、ゲーム後のクールダウンには、
5 つのステップがある。
①ウォーキング10分：血液の循環、ファ

ンとの交流
②軽食、プロテインドリンク：水分と栄

養摂取（肉類、フルーツ等）

③アイスバス：全身 5 ～ 10 分
④移動時にコンプレッションウェアの着用
⑤食事

　ゲーム後は使える時間が少ないため
必要最小限にしているとのことだっ
た。なお、次の日は基本的にはオフに
なるため、チーム全体ではなく各自で
プールリカバリーを実施するように
なっている。

コンディショニングチェック

　毎日の練習セッション後（グラウン
ド練習、ウェイトトレーニング）、全
選手から練習強度を 10 段階で聞いて
いる。その数値の平均を出し、練習強
度をモニターし、練習内容に反映させ
ているようである。この方法を実施し
てから、ケガ人がかなり減少したとの
ことだった。

テクノロジーの活用

　練習、試合で主に使用されている機
器は、GPSとiPadであった。GPSはリ
アルタイムで選手の移動距離やスピー
ドなどを見ることができるようになっ

ている。主に見ている項目は、距離
と強度（ 4.5 m/sec以上）であり、特に
目標設定等はしていないようであっ
た。ただし、 1 回の練習における移動
距離が10 kmを超えるとケガが増える
ので、超えないように注意しているよ
うであった。iPadはスクラムやパスと
いったスキル練習のときにコーチが映
像を撮り、その映像を基にその場で選
手にフィードバックをしていた。映像
があることで選手はよりイメージしや
すく、またコーチ側も教えやすいとの
ことだった。

まとめ
　特に印象に残ったことは、良いチー
ム文化がしっかり存在し、監督やス
タッフが変わっても体制は変わらない
ということだ。また、選手がスムーズ
にステップアップしていけるように一
貫指導の育成システムが明確にできて
いる。
　トレーニングに関しては、各選手が
自分のプログラムを黙々と実施してい
る印象だった。エクササイズの種目は、
目新しい種目はないが、すべてのエク
ササイズで正しい動作を意識し、その
動作の中で最大重量または、最大ス
ピードを意識させていた。やはり身体
にどのような刺激を与え、適応を引き
起こすかが重要である。
　今回 2 週間の研修であったが、ラグ
ビーの本場のチームがどのようなこと
を実践しているかを少しみることがで
きた。ここで学んできたことをチーム
に活かしていきたい。
　最後に、今回の研修に協力してい
ただいたCRUSADERS、ホストファ
ミ リ ー のAndrea Aidan、 ま たHonda 
HEAT、さらに研修の一部を助成して
いただいたNSCAジャパンに感謝した
い。◆

表 7　1 週間のトレーニングスケジュール例
月曜日 火曜日 水曜日

7:45 FW ウェイトトレーニング

リカバリー

8:15 BK ウェイトトレーニング

8:45 BK ウェイトトレーニング 9:30 Unit  ミーティング

10:00 Unit ミーティング 10:00 チーム　ミーティング

10:30 Unit トレーニング 10:30 スピードトレーニング

12:00 昼食 12:00 昼食

14:00 チーム　ミーティング 13:15 FW ウェイトトレーニング

14:30 チーム　トレーニング

木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

7:30 朝食 7:30 朝食

リカバリー

8:30 ケガ選手のケア

10:00 トレーニング 10:30 コーヒータイム 9:00 リカバリー

12:15 昼食 10:00 ゲーム レビュー

15:00 チームミーティング 13:00 移動

13:00 移動 15:30 軽食

19:30 ゲーム

22:30 夕食

CRUSADERSの練習用フィールド


