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Linda Moleyは、多くの有能な女子

ソフトボール選手を育ててきた実績の

あるコーチである。彼女はCentral States

Intercollegiate Conference（C.S.I.C）で

最強のピッチャーを２人養成した。

Laura KlammとDiane Klamm姉妹で

ある。姉妹はともに、対戦チームから

恐れられているチーム「Lady Blues」

のピッチャーであった。LauraはNAIA

オールアメリカンの代表選手でもあり、

１試合の平均四球はわずか1.04、許し

たヒットは年間わずか63本で、しかも

そのうち62本がシングルヒットであっ

た。Klamm姉妹の活躍のおかげで、

「Lady Blues」は、ポストシーズンのラ

ンキングで全米 8位にランクされた

（1984年）。

Moleyコーチは、優れた筋力トレー

ニングプログラムの価値を十分に認識

している。そのため、ピッチャーとチ

ームの他のメンバー全員に、ウェイト

トレーニング、ランニング、柔軟性向

上の年間トレーニングサイクルに参加

することを義務付けている。

以下に、ウインドミル投法の動作分

析、利用可能な筋力向上プログラム、

柔軟性トレーニングのガイドラインを

解説し、ソフトボールのピッチャーを

養成するための３段階に分けた筋力ト

レーニングを紹介する。

スタンス

スタンスは肩幅に開く。このスタン

スは、主に大殿筋、大腿四頭筋、およ

び腓腹筋／ヒラメ筋など脚部の筋群に

よって支持される。体幹は、脊柱起立

筋と腹直筋によって、それぞれ背部と

腹部が支持されており、また、腹斜筋

も体幹の前部および側部を支持してい

る。グラブの中でボールを持ち、両手

をウエストの高さに保持する。ボール

の握りに関与する主な筋は、手根屈筋

群、すなわち尺側手根屈筋、長掌筋、

深指屈筋、長母指屈筋、および橈側手

根屈筋である。

コッキングからリリースまで

（右利き投手の場合）

準備局面

ウインドミルの投球動作は、重心の

前方移動から始まる。これは、両腕を

膝に向かって前下方へ下ろすことによ

って行われる。このとき、脊柱起立筋

と殿筋はエキセントリックに活動して

いる（図１）。

上昇局面

腕が前下方に動くと同時に左足が動

き出し、前方へ大きく踏み出す。この

ときの股関節の屈曲に関与する筋は、

大腰筋、腸骨筋、恥骨筋、および大腿

直筋である。右脚も運動を開始し、左

股関節の屈曲速度を補助する。右脚は
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図1 準備局面
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膝と股関節が伸展するが、その主働筋

はそれぞれ大殿筋とハムストリングス、

および大腿四頭筋、足底屈筋、腓腹筋、

ヒラメ筋である。腕は主に三角筋前部

と大胸筋上部によって動く。投球腕は

上昇を続け、外側へ回旋する。この動

作に最も関係の深い筋は、棘下筋と小

円筋である（図２）。

下降局面

右腕は後方へ回転を続け、その間左

腕（非投球腕）は身体のバランスをとる。

右腕はボールのリリースに向かって屈

曲し、内旋を開始する。上腕骨の内旋

には、大胸筋、広背筋、大円筋、肩甲

下筋が関与する。骨盤と体幹は時計回

りに回旋する（図３）。これには、菱形

筋、腹横筋、前鋸筋、外腹斜筋、およ

び内腹斜筋が関与する。この回旋は姿

勢を戻す筋群を働かせることに役立ち、

さらに最終局面で、これらの筋が力強

く活動して投球スピードを加速する。

左足は中殿筋による股関節外転によっ

て、ボールが飛ぶラインの左側に着地

する。左足がしっかりと着地した後、大

腿四頭筋と殿筋のエキセントリックな

活動によって、また前述した体幹回旋

筋群の力によって、体幹が反時計回り

に回旋し、腕が前方へ移動する（図４）。

リリース

ボールがリリースポイントに達する

と、ピッチャーの身体が発揮する向心

力（注：ある一点を中心として、物体に

図2 上昇局面
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図3 下降局面：腰の回旋
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図4 下降局面：体幹の回旋（反時計回り）
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対し物体から中心へ向かう向きに働く

力）が解放され、ボールがリリースされ

る。ピッチャーは手首の返しによって、

ボールの回転に影響を与えることがで

きる。

フォロースルー

ボールをリリースした後のフォロー

スルーは、関節に傷害を発生させるこ

となく身体部位の速度を低下させるの

に役立つ。フォロースルーでは、右腕

が低い位置から高い位置へ対角線状に

振り上げられる。これは主に三角筋、烏

口腕筋、上腕二頭筋、および大胸筋下

部の活動による。フォロースルーでは、

背筋群（棘下筋と小円筋）と外転筋のエ

キセントリックな活動も腕の減速を補

助する（図５）。

ソフトボールの

ピッチングのための筋力向上

脚部

脚部は投球の支持基盤である。脚筋

力が弱いと、最大の加速力でボールを

投げることはできない。

殿筋

大殿筋、中殿筋、小殿筋からなる殿筋

群は、スクワット、ヒップスレッド、レ

ッグプレス、さらにランジ（図６）など

を用いることで効果的に強化できる。

大腿四頭筋

大腿四頭筋は内側広筋、中間広筋、

外側広筋、および大腿直筋からなり、

前述のエクササイズでも鍛えられる。し

かし、レッグエクステンションによっ

てさらに集中的に強化できる。このエ

クササイズは、他のエクササイズ（レッ

グカール、レッグプレス）とともに、プ

レエグゾーション（事前疲労）または代

謝系へのオーバーロードを目的として、

プレシーズンのスーパーセットに活用

できる。

ハムストリングス

ハムストリングスは、大腿二頭筋、半

腱様筋、半膜様筋で構成され、同じく

スクワット、ヒップスレッド、レッグ

プレス、およびランジで鍛えられるが、

他の脚筋群ほどは強化されない。従っ

て、危険なアンバランスを予防するた

めに、レッグカールに時間をかけるべ

きである。

カーフ（ふくらはぎ）

腓腹筋とヒラメ筋は、一般にカーフ

と呼ばれている。この筋群は、主に右

脚のドライブの最終局面で動員される。

よく発達したカーフは足関節の傷害を

予防する。ソフトボールのピッチング

のためにカーフを鍛える方法としては、

シーティッド・カーフレイズが最適で

ある。

体幹

上半身は、ボールを回転させてリリ

ースする役割を担う。十分に鍛えられ

た体幹はより効率的な投球を実現し、

同時に肩関節を傷害から守る働きもあ

る。

胸部

ソフトボールの投球のためには、ダ

ンベルの利用が最も適している。ダン

ベルがバーベルより優先されるのは、投

球中は左右の腕が互いに独立した運動

をするためである。ダンベル・ベンチ

プレス、ダンベル・インクラインプレ

ス、またはダンベルフライなどのエク

ササイズを取り入れる。

肩

三角筋前部は、ダンベル・ベンチプ

レスとダンベル・インクラインプレス

で発達する。ダンベル・アップライト

ロウは、もう１つの望ましいエクササ

イズである。このエクササイズは、三

角筋中部、前鋸筋、僧帽筋、上腕二頭

筋、および尺側手根屈筋を強化する。

もう1つの優れたエクササイズとして、

上腕三頭筋と棘上筋が関わるダンベ

ル・オーバーヘッドプレスがある。プ

レシーズンには肩関節を可動域全体で

動かすために、インクラインベンチ上

でのフロント・ダンベルレイズ（図７）

を取り入れるとよい。

図6 ランジ 図7 インクライン・フロントレイズ 図8 シーティッド・バーツイスト
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背部

ソフトボールのピッチャーにとって

重要な上背部の筋群には、広背筋、大

円筋、小円筋、僧帽筋、菱形筋、およ

び棘下筋が含まれる。これらの筋群は、

投球動作の拮抗筋である。そのいくつ

かは内旋に関与しながら（広背筋、大円

筋）、動作中の肩関節の安定に重要な役

割を果たす。これらの筋を強化するエ

クササイズとしては、広背筋、大円筋、

上腕二頭筋を発達させるラットプルダ

ウンがある。またダンベル・ベントオ

達する。肘関節と肩関節の安定性を確

保するために、アームカールをオフシ

ーズンのプログラムに取り入れるべき

である。プログラムの後半では、高強

度の腕のエクササイズは避けなければ

ならない。高強度の腕のエクササイズ

ーバーレイズによって、菱形筋と三角

筋後部を効果的に鍛えることができる。

腕

腕は、他のエクササイズを行ってい

る間の「押す‐引く」動作によって発

図9 ラテラル・トランクフレクション

図10 スタンディング・トルソツイスト

図11 胸部と肩のスタティックストレッチ

表1 ソフトボールピッチャーのための3段階の筋力トレーニングプログラム

ダンベル・インクラインプレス

3×10

ヒップスレッド 3×10

ラットプルダウン 3×10

レッグカール 3×10

アップライトロウ 3×10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

ダンベル・アームカール 3×10

シットアップ 3～4×25～35

ヒップフレクション

3～4×25～35

バック・ハイパーロールアップ

3×20～30

ダンベル・インクラインプレス

3×10

ヒップスレッド 3×10

ラットプルダウン 3×10

レッグカール 3×10

アップライトロウ 3×10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

ダンベル・アームカール 3×10

シットアップカール

3～4×25～35

ヒップフレクサー

3～4×25～35

バック・ハイパーロールアップ

2×20～30

第１段階　月-水-金（セット数×レップ数）

第２段階　月-水-金（セット数×レップ数）

ダンベルフライ 3×10

ランジ 3×10

ダンベル・ベントオーバーロウ

3×10

レッグカール 3×10

ダンベル・オーバーヘッドプレス

3×10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

ダンベル・アームカール 3×10

シットアップ 3×25

ヒップフレクション

3～4×25～35

バック・ハイパーロールアップ

2×20～30

ダンベル・インクラインプレス

3×6～8

ヒップスレッド 4×6～8

ラットプルダウン 3×6～8

レッグカール 3×10

アップライトロウ 3×8～10

インクライン・フロントレイズ

2×8～10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

*インクライン・シットアップ

3～4×25～35

バーベルツイスト 3×40～50

バック・ハイパーロールアップ

2×25

ダンベルインクライン 3×6～8

ヒップスレッド 4×6～8

ラットプルダウン 3×6～8

レッグカール 3×10

アップライトロウ 3×8～10

インクライン・フロントレイズ

2×8～10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

*インクライン・シットアップ

3～4×25～35

バーベルツイスト 3×40～50

バック・ハイパーロールアップ

2×25

ダンベルフライ 3×10

ランジ 3×8～10

ダンベル・ベントオーバーロウ

3×10

レッグカール 3×10

ダンベル・オーバーヘッドプレス

3×10

シーティッド・トウレイズ

3×15～20

シットアップ 3×15～20

ヒップフレクサー 3×35～45

ラテラル・トランクフレクション

2×10～15

バック・ハイパーロールアップ

2×25

第３段階　試合期　月-金（セット数×レップ数）

1．バーベルツイスト 1×50

2．ダンベル・インクラインプレス 1×10～12

3．ランジ 1×10～12

4．ラットプルダウン 1×10～12

5．レッグカール 1×10～12

6．アップライトロウ 1×10～12

7．*インクライン・シットアップ 1×25～30

8．*ラテラル・トランクフレクション 1×10～15

9. ハング／ポストストレッチ

*ウェイト使用

*ウェイト使用
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は、年間プログラムの早い段階で実施

する必要がある。投球中の加速によっ

て大きな角運動量が生じ、肩甲上腕関

節を損傷する可能性が高まるためであ

る。

体幹

体幹の筋群は、下背部の脊柱起立筋、

腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋で構成さ

れている。これらの筋は体幹の安定と、

体幹と下肢帯結合における回旋力の産

生に主要な役割を担っている。この回

旋は全身の力を統合してボールを加速

させる助けとなる。腹直筋と腹斜筋の

筋力向上は、インクライン・シットア

ップとベンチ・カールアップで達成さ

れる。脊柱起立筋の筋力はバック・ハ

イパーエクステンションで向上する。上

級者向けの体幹のエクササイズとして

は、ウェイトを負荷したインクライン・

シットアップ、シーティッド・バーツ

イスト（図８）、ラテラル・トランクフ

レクション（図９）、ベントオーバー・

バーツイストがある。ウェイトを用い

てベントオーバー・バーツイストを行

う場合は注意が必要である。ウェイト

によって過剰な捻りの力が加わり、傷

害が発生する場合がある。股関節屈筋

群もここに含まれ、インクライン・シ

ットアップ、Ｖシット／シットアップ、

または、マシーンを使って負荷をかけ

たヒップフレクションを行う。

柔軟性

柔軟運動は、ウェイトトレーニング

の前後に行う必要がある。適切な柔軟

性エクササイズには、静的ストレッチ

とPNFストレッチが含まれる。ストレ

ッチにはソフトボールのピッチングに

特異的な筋群（大腿四頭筋、殿筋、胸

部、肩部）を必ず含めなければならない。

ピッチャーは、肩には特別な注意を払

う必要がある。一般的なストレッチの

ガイドラインを以下に示す。

１．ジョギング、自転車、縄跳びなど

の全身ウォームアップを数分間行

うことから始める。

２．軽い張りを感じるところまでゆっ

腕の屈曲と回外に関わる
筋群を強化する投球のためのエクササイズ
Derek Fender
Strength and Conditioning Coach
Creighton University

関与する筋群：上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋、およびその他の前腕の回外筋群

エクササイズ
バーベルカール（ストレートバー）
開始姿勢：直立姿勢をとる。グリップは肩幅
で、バーを回外位（手のひらを上）で握る。
動作：バーを大腿から肩に向かって上方に引
き上げる。動作中、上腕をできる限り地面と
垂直に保つ。これは動員される筋群をできる
だけ単独で鍛えるためであり、またバーベル
を最上部で肩の上に乗せることを予防するた
めにも役立つ。
注意：ストレートバーを用いることで、前腕
が大きく回外するため、上腕二頭筋の関与が
大きくなる。ストレートバーが手関節や前腕
に悪影響を及ぼす場合があることも知られて
いる。その場合、キャンバードバー（注：中
央部が凹型のバー）を用いると問題の軽減に
役立つ場合がある。エクササイズ中、急激に
バーを引き上げたり、体幹を後方へ反らせた
りしてはならない。

プリーチャーカール
（ストレートバーまたはキャンバードバー）
開始姿勢：座位または立位で上腕をプリーチ
ャーベンチに置き、肘を完全に伸展させる。
グリップ幅は肩幅で、回外位（手のひらを上）
でバーを握る。
動作：可動域全体での動作を考慮して、肘を
完全に伸展した位置からゆっくり上げていく。
動作の最上部でバーを肩の上に乗せてはなら
ない。
注意：肘の位置は固定し、肩幅より外へ広げ
てはならない。その場合腕橈骨筋の活動が強
調され、上腕二頭筋の活動が低下する。

オルタネイト・ダンベルカール
開始姿勢：このエクササイズは座位でも立位
でも行うことができる。立位で行う場合の開
始姿勢はバーベルカールと同じである。
動作：左右交互にダンベルの引き上げを行う

（片方のダンベルを上げるとき、もう片方の
ダンベルを下げて開始姿勢に戻る）。
注意：ダンベルが上昇する間、前腕の回外が
強調されて上腕二頭筋の活動がより大きくな
る。上腕二頭筋は腕の主要な回外筋である。

リバースカール
開始姿勢：バーベルカールと同じである。バ
ーベルカールとはグリップが異なり、回内位
（手のひらを下）で開始する。補足情報は、
NSCA Journal 6（6）：77のExercise Methods

notebook #16を参照。
動作：リバースグリップを用いる以外は、バ
ーベルカールと同様である。
注意：肘は体側につけたまま、腕以外の部分
を動かさないようにする。このエクササイズ
は、腕橈骨筋と前腕の筋群により刺激を集中
できる。

ケーブルカール
開始姿勢：このエクササイズは、ウォール・
カールユニットやカールマシーンを使って行
う。開始姿勢はスタンディング・バーベルカ
ールと同様である。
動作：動作はスタンディング・バーベルカー
ルと同様である
注意：スタンディング・バーベルカールと異
なる点は、プーリーを引く方向によってトル
クが変化することである。◆
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くりとストレッチする。痛みを感

じるまで伸ばしてはならない。

３．最初はストレッチ姿勢を７～10秒

程度保持する。その後10～30秒

に延長する。

４．全身をストレッチする。

５．同一の筋群に異なるエクササイズ

でストレッチを行う場合、連続し

て行うことは避ける（図10、図11）。

表１はソフトボールのピッチャーの

ための３段階に期分けしたプログラム

例を示している。各期はそれぞれ約６

週間で、第３段階からはソフトボール

の練習がスタートする。各トレーニン

グセッションでは、前後に柔軟性トレ

ーニングを行う。各選手は、使用した

すべてのウェイトをワークアウト用紙

に記録する。◆

SPORTS PERFORMANCE SERIES

筋肥大を最小限に抑えた
上腕三頭筋の筋力向上エクササイズ
Jeff Mangold 
New York Yankees

トライセップスエクステンション
ラットプーリーのグリップを、親指の幅程
度離して握る。肘を体側にしっかりとつけ、
手関節を固定したまま肘を腹部まで伸展させ
る。ゆっくりと胸の高さまで戻す。低負荷で
15～20レップ、２セット行う。

コントロールディップス
頑丈な箱や椅子を、ディップスタンドまた

はディッピングバーの間に置く。足を椅子の
上にしっかりと置いて膝を曲げる。両手でデ
ィッピングバーを握り、肘は曲げる。両脚と
両腕を同時に伸展させる。上腕三頭筋の仕事
は、脚の使い方でコントロールできる。8～
12レップを２セット行う。

ダンベル・キックバック
立位または座位でダンベルを持ち、上体を

前傾させる。肩の高さよりやや下の位置にダ
ンベルが達するまで、肘を伸ばしていく。ウ
ェイトを上げていくとき、肘の位置を動かさ
ないようにする。ゆっくりとこの動作を繰り
返す。必要であれば、反対側の腕でバランス
をとる。8～12レップを２セット行う。

フレンチカール
ベンチ上に仰臥位をとる。グリップ幅を10

～20cm離してバーを握る。両肘を曲げて、
両手が額の上にくる位置から始める。ゆっく
りと肘を伸展していく。最終位置は顎の上部
である。EZカールバーが適している。滑ら
かな動作で10～15レップを２セット行う。◆

From NSCA Journal
Volume 7, Number 2, pages 4-5, 70-79.
1985
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NSCAジャパンCEU対象セミナースケジュール

 日　程 

 
7 /  1（日）（2回） 
7 / 22（日）（2回） 
8 /  5（日）（2回） 
8 / 26（日）（2回） 
9 /  2（日）（2回） 
9 / 23（日）（2回） 

 時　間 

 
15：00～17：00、17：30～19：30 
10：00～12：00、12：30～14：30 
15：00～17：00、17：30～19：30 
10：00～12：00、12：30～14：30 
15：00～17：00、17：30～19：30 
10：00～12：00、12：30～14：30

                                            　　     　講習会名 

Pflasterセミナー 
・膝部の障害に対する関節マニュアルアプローチ（JMA） 
・足部から起こる障害に対する関節マニュアルストレッチング（JMS） 
・足部から起こる障害に対する関節マニュアルアプローチ（JMA） 
・頚部に起こる障害に対する関節マニュアルストレッチング（JMS） 
・腰部動作痛を改善する仙腸関節への関節マニュアルアプローチ（JMA） 
・腰部に起こる障害に対する関節マニュアルストレッチング（JMS） 

【開催概要】場所：東京都台東区根岸2-11-6  石巻ビル2F 
　　　　　　受講料：1講座につき  一般 4,500円、学生3,000円　　定員：20名 
　　　　　　受付開始：各セミナーとも、開催の4週間前より受付開始となります。 

【申込み、問い合せ先】 
　　　　　　主催者：日本関節アプローチ協会　㈱Pflasterセミナー事業部 
　　　　　　東京都台東区根岸2-11-6  石巻ビル2F　TEL＆FAX：03－5879－7322　http://pflaster.jp 

・上記までお電話にて空き状況をご確認のうえ、ご予約ください。 
・詳細は、日本関節アプローチ協会へお問合せください。 

講　師 

 
矢野啓介 
加藤賢二 
矢野啓介 
加藤賢二 
矢野啓介 
加藤賢二 

CEU数 

 
各0.2（D） 
各0.2（D） 
各0.2（D） 
各0.2（D） 
各0.2（D） 
各0.2（D） 

 
 
 

 

 

 
 

最新の情報はウェブサイトをご確認ください 
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