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筋力のあるアスリートほど大きな成

功を収める。競泳選手がウェイトルー

ムへと足を向けるのは、水中では、筋

組織に負荷をかけるために必要な抵抗

が十分に提供されないためである。陸

上での筋力トレーニングは、競泳のト

レーニングプログラムになくてはなら

ないものである。競泳トレーニングプ

ログラムの他のすべての要素と同様に、

筋力トレーニングからも最大の利益を

得ることを目指さなくてはならない。平

泳ぎ選手のための筋力トレーニングプ

ログラムの作成には、次の３つの段階

が含まれる。１）必要な技術の解析、

２）関節の動作とその動作をもたらす筋

についての運動学的研究、そして、３）

競技における身体要求に注意を払った

適切なトレーニングプログラムの作成

である。本稿で紹介するプログラムは、

運動生理学およびアスレティックトレ

ーニングに関する最新の研究結果を応

用して計画されている（注：本稿の執筆

は1984年）。

以下に、平泳ぎ選手のための筋力ト

レーニングルーティンを詳しく解説す

る。このプログラムは、平泳ぎ選手に

特異的な要求を満たしている。このル

ーティンの目的は、局所的な筋力と全

身の筋力、柔軟性、パワー、および筋

持久力を強化することであり、そのす

べてがより速い平泳ぎ選手の育成に直

接的に関係している。このトレーニン

グの効果は、プールでのタイム向上と

して表れる。

競泳に必要な筋力は、他のいかなる

スポーツとも異なっている。競泳パフ

ォーマンスの制限要素がパワー発揮（筋

力とスピードの一体化）であることを考

えると、理想的なプログラムは２つの

全く異なるタイプのトレーニングから

成り立つことになる。１）フリーウェイ

トとマシーンを用いた等張性トレーニ

ング、および、２）等速性トレーニング

効果を得るために特別に設計されたマ

シーンを用いた、速い角速度でのスピ

ードトレーニングである。これら２つ

のエクササイズ様式を効果的に組み合

わせることが、体力の向上を促し、最

高のパフォーマンスを引き出す。本稿
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では、これらのトレーニング方法を平

泳ぎに関連付けて論じる。

最初に平泳ぎに必要な技能について

説明する。平泳ぎは推進力を発揮する

際、上肢と下肢が同等に貢献する唯一

の泳法である。平泳ぎのストロークで

は、いくつかの身体部位において複雑

な関節運動を伴う。そのため、上肢と

下肢をそれぞれいくつかの局面に分割

して論じることが、最も有益であると

思われる。息継ぎの動作と身体姿勢に

ついても検討する。腕と脚のそれぞれ

の動きに関して、まず動作を説明し、そ

の上で関与する筋と関節動作を分析す

る。この分析は、平泳ぎのための筋力

トレーニングについて解説する際の基

礎を提供するだろう。

運動学的分析

水泳動作における腕と脚の運動を記

述する際の従来の用語は、「プッシュ（押

す）」と「プル（引く）」である。これら

の用語は、前方への推進力が流体抵抗

によって生じることを示唆している。流

体抵抗は、水を後方へ水平に押すこと

によって生じる。しかし流体力学的研

究によって、水泳の推進力は主に揚力

から生じていることが明らかになった。

揚力はむしろ、四肢の垂直方向または

側方への運動によって産生される。こ

のため現在では、プッシュやプルに代

わり「スイープ（掻く）」を使用するよ

うになっている。この用語の方が、手

足の運動をより正確に表現している。

「スイープ」という用語は、Ernest W.

Maglischoが、著書『Swimming Faster』

に掲載したストロークに関する最先端

の研究において初めて使用した。平泳

ぎに関する本稿の分析では、この

Maglischoによる「スイープ」の概念

を用いている。

アームストローク

腕の運動は、１）キャッチ、２）ダウ

ンスイープ、３）インスイープ、４）リ

カバリーという特徴の異なる４つの局

面に分けられる。

キャッチ（図１）

解説：ストロークのプル局面は、水面

と平行に腕を前へ伸ばすことから始ま

る。その後、手のひらがほぼ90°外側

を向くように傾く。手をカップ状にす

るために、手首はわずかに屈曲する。こ

の準備姿勢からストロークの推進部分

が始まる。腕を横に（身体の正中線から

遠くへ）動かしながら水をキャッチする。

このキャッチによって、水の「流体抵

抗」が生じているようにイメージでき

るかもしれない。しかし実際には、次

の動作段階で力を加えるための水を

「探して」いるのである。つまりキャッ

チは、ストロークに適した位置に両腕

を置くだけの動作であって、生じる推

進力はゼロか、あるとしても極めてわ

ずかである。キャッチの終盤では、両

腕は肩幅よりやや広い位置にある。

分析：上腕三頭筋は、アイソメトリッ

クに活動して肘の伸展を維持する。肩

甲上腕関節は肩甲下筋と大円筋によっ

て内旋し、手のひらが外側を向く。表

面および深部の手関節屈筋群（尺側手根

屈筋、深指屈筋、橈側手根屈筋、およ

び長掌筋）のアイソメトリックな活動に

よって、両手のカップが維持される。

ダウンスイープ（図２）

解説：両手が外側下方に向かって円運

動をするにつれて、肘が屈曲し始める。

手のひらはまだ側方を向いているが、す

でに内向きに回転を始めている。この

動作の最終局面では、手がストローク

の最深部に達し、肘はほぼ90°屈曲し

ている。このダウンスイープの間に、呼

吸をするために頭を上げる動作を開始

する。ダウンスイープの終わりで両手

が加速し始めるが、その加速は次の局

面に持ち越される。

分析：肘の屈曲は、上腕二頭筋、腕橈

骨筋、上腕筋の強力な筋活動によって

行われる。肩甲下筋と大円筋の活動に

よって肩甲上腕関節がやや内旋し、肘

の位置を手の上部に保持させる。上腕

二頭筋と回外筋の活動によって近位の

橈尺関節が回外し、手のひらが内向き

に変わり始める。大胸筋、広背筋、お

よび大円筋が肩関節を内転させ、両腕

は後方へ引かれ始める。手が水をプッ

シュする際、手関節屈筋群の活動によ

って手首を約15°屈曲位で保持する。

呼吸のために、頸部筋群（頭最長筋、頸

最長筋、頭半棘筋、頸半棘筋、頭板状

筋、および頸板状筋）によって頭部が持

ち上がる。また脊柱起立筋は、呼吸動

作の開始を補助するために腰部を伸展

させる。

インスイープ（図２）

解説：手の動きは外側下方から内側上

方に転じるが、ダウンスイープ局面で

始まった円運動をそのまま継続する。

手のひらも内側やや上向きになる。両

手が身体の中心線に近付くとき、手は

ほとんど肘の真下を通過する。両手が

あごの下で近付き、両肘は胸の下に引

き寄せられる。この肘の動きでわずか

に肩をすくめた姿勢になり、腕はリカ

バリーに備える。肘が互いに接近した

瞬間に息継ぎをする。

インスイープの間、両腕は加速して

いる。インスイープは腕の動作の中で

最も推進力の大きな部分であるため、

この加速は非常に重要である。手は水

を後方へ押すわけではない。実際には
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円を描きながら水をかく。推進力の大

部分は揚力に起因する。前方への推進

力を生む上で、揚力が流体抵抗よりも

効率的であることは、流体力学によっ

て証明されている。

分析：上腕二頭筋、腕橈骨筋、および

上腕筋の活動によって肘が屈曲し、手

が互いに近付く。回外筋と上腕二頭筋

の活動によって近位の橈尺関節が回外

し、手のひらが内側上向きに変わる。肘

を近付けるためには、広背筋、大胸筋、

および大円筋の活動によって、肩関節

が内転する必要がある。肩をすくめる

動作には僧帽筋と肩甲挙筋が関与して

おり、これらは肩甲骨の上方回旋にも

関与する。

リカバリー（図３）

解説：両手があごの下で近付いて肘同

士が引き寄せられるとすぐに、腕が水

面に対して平行に、前方に伸展する。

頭部は水中に戻る。腕が完全に伸展し

たとき、手は15～20cm下方に押し下

げられる。これは、股関節が沈み込ま

ないように水面下で支え、適切な姿勢

を維持する働きをする。

分析：上腕三頭筋の活動によって肘が

伸展し、ストロークを再開するために

腕がスタートポジションに戻る。この

動作には、肩関節屈曲のための三角筋

前部、大胸筋の鎖骨頭、および烏口腕

筋の活動も必要である。頭部は、斜角

筋群、胸鎖乳突筋、および頭長筋頸部

の屈曲によって水中に戻る。

レッグストローク

現在使われている平泳ぎのキックは、

狭い「ウィップキック」である。腕の

プル動作と同様に、ただ単に足で水を

後方へ押すのではなく、垂直面および

図2 ダウンスイープの終了とインスイープの開始

図3 リカバリー
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水平面の動作を行う。繰り返すが、水

に対する筋活動によって産み出される

力は主に揚力である。脚部の動作も、

１）キャッチ、２）ダウンスイープ、３）

インスイープ、そして４）リカバリーの

４局面に分けられる。

キャッチ（図４）

解説：キャッチは膝の完全屈曲位

（90°以上）から始まる。両足は臀部の

上で互いに近付いている。足部は、足

の裏が後方上向きになるように、また

足趾が側方を指すように回旋している。

内旋によっても達成される。脚が後方

へ伸びるときは、大腿四頭筋が活動す

る。大腿四頭筋は、大腿直筋、内側広

筋、外側広筋、および中間広筋からな

る。また、大殿筋、大腿二頭筋、半腱

様筋、および半膜様筋の活動によって、

股関節が伸展する。

ダウンスイープ（図５）

解説：前の局面で始まった脚の伸展運

動が続く。脚は外側下方へ最大限に広

げた位置まで動かし、そこからは内側

下方へさらに移動する。両足の傾きは

内向きになる。これがウィップキック

のウィップ（むち）部分で、まさに推進

力を生み出す動作である。

分析：脚が下方へ動くとき、大腿四頭

筋が膝を伸展させる。両足が最大限に

広がると、今度は脚部を引き寄せるた

めに股関節の内転が起こる。主要な股

関節内転筋は、大内転筋、短内転筋、

長内転筋、恥骨筋、および薄筋である。

直前の局面で言及した股関節伸筋群が、

この局面でも活動を続ける。前脛骨筋

と後脛骨筋による足関節内反によって、

足の向きが変わる。ここで、縫工筋、大

腿方形筋、および閉鎖筋群の活動によ

る、わずかな股関節の外旋が起こる。足

関節は背屈したままである。

インスイープ（図６）

解説：両足は引き続き内側に向きを変

える。下肢は伸展を終え、両足が引き

寄せられる。両足がほとんど接触しか

けた瞬間に短い「グライド（滑る、滑

空）」があり、その間脚部は完全伸展位

を保持する。

分析：大腿四頭筋は膝を完全伸展させ

る。前脛骨筋と後脛骨筋は、足関節内

反を維持する。前の局面からの股関節

下肢が伸展し始めると、足は外側後方

へ向かって移動する。

分析：足関節を背屈させる前脛骨筋と

第三腓骨筋の活動によって、両足が水

に対して力を発揮する適切な位置に置

かれる。これらの筋のアイソメトリッ

ク筋活動によって、キックの最終段階

まで足の位置が保持される。また、長

腓骨筋と短腓骨筋によって、足が外向

きに回転する。適切な足の位置は、中

殿筋と小殿筋の前部、大腿筋膜張筋、

および腸腰筋による股関節のわずかな

図4 キャッチ

大殿筋

半腱様筋

半膜様筋
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図5 ダウンスイープ
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外旋も続いている。両足は前述した股

関節内転筋群によって引き寄せられる。

キックの終わりに両足が揃い、足関節

が底屈して、インスイープは完全に終

了する。この最後の動作を行う筋は、

腓腹筋、ヒラメ筋、および後脛骨筋で

ある。効率的な姿勢のためには、脚部

が体幹と同じ高さに引き上げられてい

ることが必要であり、股関節伸筋群が

その役割を果たす。

リカバリー（図７）

解説：キックの推進部分が終わる時点

で、両足は揃っている。この位置から

リカバリー動作を開始する。平泳ぎ選

手の多くは、キックの終わりにグライ

ドを行わない。その代わり、ウィップ

キックから生じた慣性をリカバリー動

作への移行に直接利用する。膝の屈曲

により、両足が同時に臀部の上まで引

き上げられる。このリカバリーで、脚

部は次のキックの準備が整う。リカバ

リーのタイミングとしては、腕が推進

力を発揮しているときに、脚部が元の

位置に戻ることが望ましい。そうすれ

ば、ストロークサイクルにおける「デ

ッドスポット」（前方への推進力の欠如）

が生じない。

分析：両足は、大腿二頭筋、半膜様筋、

半腱様筋、縫工筋、および薄筋などの

膝屈筋群の活動によって前方に移動す

る。両足が水面から出ないようにする

ためには、股関節の屈曲も必要である。

これは腸腰筋、大腿直筋、縫工筋、お

よび恥骨筋によって行われる。

平泳ぎのための筋力トレーニング

以上の分析から、平泳ぎのストロー

クに重要な筋群と関節の動きが明確と

なった。この情報から、適切な筋力ト

レーニングのルーティンが作成できる。

平泳ぎのための適切な筋力トレーニン

グには、それに相応しいエクササイズ

とトレーニング様式を用いる。すなわ

ち、フリーウェイトやマシーンを用い

る等張性トレーニングと、スピード向

上を目指す等速性トレーニングである。

次からは、これらのトレーニングにつ

いて解説する。さらに、プログラム全

体におけるストレッチの重要性につい

ても述べる。

主要な筋とエクササイズ

広背筋、大円筋：水泳には欠かせない

重要な筋である。有効なエクササイズ

をいくつか挙げると、ハイラットプル、

プルオーバー、シーティッドロウ、チ

ンアップなどである。これらのエクサ

サイズは、肩甲骨の固定や安定といっ

た重要な機能を果たしている他の筋群

を強化するためにも重要である。

上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋：アー

ムカールが有効である。バーベルか可

変抵抗マシーンを用いる。可変抵抗マ

シーンは、適切に用いると関節可動域

全体を通じて効果的な負荷が加わる。

一方フリーウェイトは、主働筋に加え

て補助筋群も動員されるため有益であ

る。またフリーウェイトは、競技の極

めて重要なパラメータである加速を可

能にする。

図6 インスイープ
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図7 リカバリー
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大腿四頭筋：レッグエクステンション

によって強化できる。レッグエクステ

ンションは様々なマシーンで実施でき

る。スクワットも有効である。フロン

トスクワットは特に膝伸筋群を動員す

る。パワークリーンは、大腿四頭筋を

強化する格好のエクササイズである。

大殿筋、半腱様筋、半膜様筋、大腿二

頭筋：大殿筋は、スクワット、ヒップ

スレッド、レッグプレス、パワークリ

ーンなどで強化できる。可変抵抗のヒ

ップ＆バックマシーンと等速性レッグ

プレス・マシーンが、大殿筋の強化に

用いられる。ハムストリングス（半腱様

筋、半膜様筋、大腿二頭筋）はレッグカ

ールによって強化できる。ハムストリ

ングスは股関節伸筋の役割もあるため、

スクワットもある程度有効である。ハ

ムストリングスは軽視されがちである

が、大腿四頭筋が相対的に発達過剰と

なって生じる筋のアンバランスを防ぐ

ためには、この筋群を強化することが

重要である。アンバランスがあると大

腿部に過度の緊張が生じ、損傷、断裂、

その他の傷害リスクが増大する。

大胸筋、小胸筋：これらの肩関節内転

筋は、マシーン・チェストフライ、ま

たはインクライン・ダンベルプレスに

よってトレーニングできる。ベンチプ

レスも、この筋群の強化に貢献する。

上腕三頭筋：ベンチプレス、インクラ

インプレス、マシーントライセップス、

パラレルバー・ディップ、フレンチカ

ール、プッシュアップ等、肘伸筋のエ

クササイズを用いる。

三角筋前部：ダンベル・ショルダーレ

イズを行う。腕が水平になるまで、肩

関節を屈曲する。

僧帽筋、肩甲挙筋：僧帽筋には、パワ

ークリーンや他のプルエクササイズが

よい。マシーンシュラッグを用いても

よい。

腸腰筋、大腿直筋、縫工筋：この部位

の強化には、負荷をかけて股関節を屈

曲する。等速性ヒップフレクサー・マ

シーンもひとつの方法である。腸腰筋

は、デクラインボード上でのシットア

ップ、またはVシットで鍛えられる。

大内転筋、恥骨筋、薄筋：これらの股

関節内転筋を強化するためには、可動

域全体でエクササイズを行えるマシー

ンを用いる。

手関節屈筋：手は常に水に対して圧力

をかけ続けるため、手関節屈筋の強化

は必須である。バーベルやダンベルを

用いたリストカールが利用できる。

腓腹筋、ヒラメ筋：カーフレイズは足

底屈筋群を単独で強化する。下肢のト

リプルエクステンションを伴うパワー

クリーンも有効である。

内腹斜筋、外腹斜筋、腹直筋：これら

の腹壁筋群は、特に意識的に鍛えるこ

とが重要である。安定筋としての役割

に加えて、これらの筋は適切な姿勢の

維持に役立ち、またターンでも動員さ

れる。シットアップ、Vシット、タック

アップなどは、いずれも腹筋群を強化

する。腹筋運動に十分な捻りを加える

ことにより、内腹斜筋と外腹斜筋を動

員できる。

平泳ぎのストロークでは伸張性筋活

動は行われない。そのため、すべての

エクササイズは、短縮性筋活動を重視

して行うべきである。総合的な筋力レ

ベルを高めるために伸張性筋活動を用

いることもありうるが、そのために短

縮性筋活動を犠牲にしてはならない。

パワークリーン、ベンチプレス、スク

ワットなどのフリーウェイトエクササ

イズは、加速と爆発的な（しかしコント

ロールされた）動作に重点を置くことが

できる。これらの全身の多関節エクサ

サイズは、全身のパワー向上に優れて

いる。適切なフォームと安全性に対す

る配慮は、常に強調しなければならな

い。マシーンエクササイズで用いる動

作速度は、やや遅い。高重量を扱うた

めには、スピードを遅くする必要があ

る。高重量での等張性プログラムは、パ

ワーの式（パワー＝スピード×筋力）の

力（筋力）に重点を置いている。高重量

ルーティンで使用するサイクルプログ

ラムは、シーズン別トレーニングスケ

ジュールの項で解説する。

陸上でのスピードトレーニング

平泳ぎにおける関節回転運動のピー

ク回転率は、約240～300°／秒である。

特異性の原理に従えば、筋力トレーニ

ングでも速度特異性を考慮する必要が

ある。そのため、競泳のための筋力ト

レーニングでは、高い回転率を達成で

きるBiokinetic Swim Benchと手術用

チューブのストレッチコードが欠かせ

ない。これらの器具は、厳密には等速

性機器とはいえないが、動作中の加速

が可能である。前述したように、加速

は極めて重要なパラメータである。こ

れらのトレーニング様式のさらなる利

点は、過度の筋肥大をもたらさないこ

とである。（水中での抵抗を考慮すると）

望ましい筋肥大の程度には明らかに限

度がある。これらのマシーンによって

競泳に近い速度で四肢を動員でき、速

い角速度におけるパフォーマンス発揮

のための神経筋系全体のトレーニング
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が可能になる。さらに、これらのエク

ササイズは水泳の各ストロークの動作

を再現しており、動作と速度の両方の

特異性が達成できるため、実際の泳法

との関連性がより深い。このエクササ

イズでは、パワーの式の速度が強調さ

れる。

柔軟性トレーニング

柔軟性向上のためのストレッチは、全

体のトレーニングプログラムの中で非

常に重要な要素であるにもかかわらず、

一般的に軽視されている。柔軟性の高

い競泳選手ほど効率良く泳ぐ。なかで

も平泳ぎは高い柔軟性が要求される。

特に、足関節、股関節、および肩関節

の柔軟性は重要である。足関節背屈と

内反／外反には、足関節の滑らかな動

きが必要である。鼠径部の主な筋であ

る内転筋群、恥骨筋、および薄筋は、

股関節屈筋（腸腰筋と大腿直筋）と同様

にストレッチを行う必要がある。上腕

三頭筋、広背筋、および手関節屈筋群

も多用される筋であり、十分なストレ

ッチを行わなければならない。大腿四

頭筋のストレッチも同様に有用である。

ストレッチと並行して、平泳ぎ選手に

は膝の適切なウォームアップも重要で

ある。平泳ぎ選手は、内側側副靭帯（ウ

ィップキックではこの靭帯に大きなス

トレスがかかる）の炎症を抱えているこ

とが多い。ゆっくりとエクササイズを

開始することで、重症になる恐れがあ

るこの傷害の発生率を低減できる。こ

の部位への血流を増す時間を十分に取

ることで、関与する組織の筋温と柔軟

性を高めることができる。

シーズン別トレーニングスケジュール

ピリオダイゼーションによって、前

述した筋力トレーニングとスピードト

レーニングを効率的に融合できる。１

シーズンは３つの期に分けられる。早

期プレシーズン、インシーズン（競技

会は２回）、そして優勝決定戦のための

テーパリング期である。望ましいトレ

ーニング効果を達成するために、それ

ぞれの期において様々なパラメータを

調整する。

早期プレシーズン

第１期では、全身の総合的な筋力と

持久力の向上、柔軟性改善、腱と靭帯

の強化に集中する。この時期に健全な

基礎体力を確立することによって、後

の段階でのより特異的なトレーニング

に対する準備を整える。この時期の多

レップ、短い休息時間でのトレーニン

グは、競泳に適切なエネルギー供給機

構の改善にも役立つ。さらにこの期間

に、傷害を起こしやすい部位の強化に

努める。それにより、オーバーユース

症候群、腱炎、特に膝の傷害リスクが

低減される。

インシーズン

第２期ではスピードトレーニングの

比率を高める。この期間に、高重量、

少レップで行うことで、筋力を最大限

に向上させる助けとなる。スピードト

レーニングに集中することで、陸上で

の筋力トレーニングと泳速の向上との

高い相関性を達成できる。

テーパリング期

第３期はテーパリングを含み、最大

SPORTS PERFORMANCE SERIES

表　シーズン別トレーニングスケジュール

プレシーズン

9月～12月中旬

高負荷

週3回

レップ数：10-10-10で5週間

8-8-8で5週間

スピードサーキット

週3回

持続時間の範囲は15秒のスプリントから5分のエクササイズ
まで。持続時間に応じてセット数を変化させる。

インシーズン

12月中旬～2月

高負荷

週2回

レップ数：5-5-5で4週間

6-4-2で4週間

スピードサーキット

週2～3回

より短い持続時間（20～60秒）で、より高速のパフォーマ
ンスを強調

テーパリング

3月～4月

高負荷

選択式。この期のトレーニングは個別に行い、各選手の特定の
ニーズに合わせる。

スピードサーキット

運動量はさらに減少させる。持続時間の短いエクササイズのみ
を行う。スピードをさらに向上させるために高強度で行う運動
もいくつかあるが、その他のエクササイズは「維持」を目的に
最大下で行う。
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スピードに集中する。この期にプール

で同時に行われるトレーニングが、各

期でのトレーニングによって補完され

ることから、シーズンを通して行うピ

リオダイゼーションの有効性が証明さ

れる。

テスト

シーズン毎にいくつかのエクササイ

ズを選び、選手に定期的なテストを受

けさせる。その結果を集計して分析す

ることで、選手の進歩を詳しく監視し、

必要であればプログラムの調整を行う

ことができる。このようにして、トレ

ーニングプログラム全体（筋力トレーニ

ングとプールでの練習）に対する選手の

反応を最適化できる。それは、陸上と

水中、両方のトレーニングの効果的な

統合の結果である。

これらのテスト結果は、選手のパフ

ォーマンスと関連付けて、筋力トレー

ニングプログラムの客観的評価にも利

用できる。この評価によって、トレーニ

ングプログラムの継続的な更新と改善

が可能となる。その最終成果として、ピ

ークパフォーマンスに備えた完璧な調

整を終えた選手が誕生するのである。◆

SPORTS PERFORMANCE SERIES

From NSCA Journal
Volume 6, Number 4, pages 4-6, 74-80.
1984
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NSCAジャパン

ストレングス＆コンディショニングカンファレンス2007

会場：東京・学術総合センター・一橋記念講堂

（東京都千代田区一ツ橋）

日時：2007年11月23日（祝）、24日（土）

CEU（カテゴリーＡ）： 両日参加 1.5

23日のみ参加 0.4

24日のみ参加 0.6

■講演内容

大リーグ、ボルティモアオリオールズのストレングス＆コ

ンディショニングコーチJay Shiner氏とカリフォルニアで最

も有名なパーソナルトレーナーのひとり、Gina Lombardi氏

を招き、特別講演および実技講習を行います。そのほか、早

稲田大学・福永哲夫教授による基調講演やポスター発表（P19

参照）、分科会、懇親会などが行われる予定です。詳細は本誌

10月号およびウェブサイトに掲載します。

■参加お申込みについて

○2007年10月1日（月）より参加申込みを受け付けます。詳

細は本誌10月号（9月25日発送予定）をご参照ください。

・10月1日（月）～10月22日（月）：アーリー受付（参加費の早期申込み割

引＋記念Tシャツプレゼント）

・10月23日（火）～11月8日（木）：一般料金にて受付、Tシャツなし

・11月9日（金）～当日：当日料金にて受付、定員に満たない場合のみ。

Tシャツなし

○参加申込みフォームは本誌10月号（9月25日発送予定）に掲

載します。

○参加費、プログラムの詳細等は、本誌10月号もしくはウェ

ブサイトをご確認ください。

○11月23日（祝）カンファレンスプログラム終了後に懇親会

を開催いたします（定員80名）

米国から講師を招き行われた
実技講習

National Strength & Conditioning 
Association Japan

特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 

日本ストレングス＆コンディショニング協会 特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 事務局
〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-16 森永芝浦ビル内
Tel: 03-3452-1684    Fax: 03-3452-1690 
E-mail:nscajapan@nsca-japan.com    http://www.nsca-japan.com

ポスター発表（ともにNSCAジ
ャパンカンファレンス2006より）




