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大学アイスホッケーにおける筋力ト

レーニングは、成熟期に差し掛かって

いる。コンディショニングプログラム

に筋力トレーニングを取り入れるチー

ムも増加している。本稿の目的は、ス

ラップショットの分析を行い、Boston

Collegeで採用されているホッケーのス

トレングス＆コンディショニング（S&C）

プログラムについて説明することであ

る。

スラップショットは、ホッケーで点

を取るためのスキルのひとつである。シ

ュート時にワインドアップを行う余裕

がある、または、ロングショットが必

要な状況で使われることが多い。パワ

フルなスラップショットは、効果的な

攻撃法である。たとえパックが直接ゴ

ールに入らなくても、ゴール前にいる

味方がパックの方向を変えたり、キー

パーのセーブのリバウンドを活かすこ

とで得点のチャンスが生まれる。また

スラップショットは、移動中と静止状

態のどちらでも打てる。本稿では、静

止状態でのスラップショットについて、

特に上半身に重点を置いて検討する。

スラップショットは、準備（ワインドア

ップ）局面、アクション局面（スティッ

クとパックの接触を含む）、フォロース

ルー局面という基本的な３つの局面で

構成される。

準備局面

図１は、右利きの選手がシュートを

行う際の準備局面を示している。ここ

で、シューターの要素で定義が必要な

ものをいくつか紹介する。右腕はパワ

ーアームと呼ばれ、ショットの推進力

を供給する。反対の腕は、スタビライ

ザーアームと呼ばれ、パックの進行方

向を左右する。脚は、プラントレッグ

とスイングレッグに分類される。プラ

ントレッグはパワーアームの反対側で

あり、ショットを行う間も比較的固定

されたポジションを維持しながら、軸

脚として機能する。一方、スイングレ

ッグは、アクション局面の後半からフ

ォロースルー局面にかけてスイングさ

れ、その間にバランスを保つ働きをす

る。

まず、パックに集中し、パックの上

方に上半身をかぶせる。両足の間隔を

肩幅よりやや広めにとり、パックをプ

ラントレッグの５～８cm後ろに置く。

膝と股関節をわずかに屈曲させ、体幹

を右に回旋させる。パワーアームを外

転、伸展、および外旋させる。パワー

アームを持ち上げる高さは選手によっ

て異なり、ショットを打つまでの時間

にも左右される。図の例では、パワー

アームを肩よりも少し高く持ち上げて

いる。肘と手関節はいずれも伸展させ

た状態（コッキング）にする。スタビラ

イザーアームは身体から離さないよう

にする。
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アクション局面

効果的なスラップショットを決める

ためには、可能な限り素早く、パワフ

ルかつ正確に打つことが重要である。ア

クション局面は、ショットを打つ方向

へ身体を傾けることから始まる。その

後、体幹を左に回旋させる。パワーア

ームの肩関節を、内転、屈曲、および

内旋させる（図２a）。スイングレッグ

が氷から離れてスティックがパックと

接触したら、体重をプラントレッグの

方へ移しはじめる（図２b）。体重をパ

ックの上、またはパックのやや前方に

かける。パックとスティックの接触の

最終局面では、肘を伸ばして前腕を回

内させ、手首を屈曲させてスナップす

る。これらはすべて瞬間的に行われ、協

調的かつ連続的である。

フォロースルー局面

フォロースルー局面は、アクション

局面の続きである。パックがスティッ

クのブレードを離れた瞬間から始まる。

パワーアームの肩関節はさらに内転、屈

曲し、可動域の限界まで内旋する。さ

らに体幹も可動域の限界まで回転する。

プラントレッグに全体重をかけながら

スイングレッグを氷面から離し、ハサ

ミのように開いて後方へ振り上げる（図

３a、図３b）。フォロースルーは、シ

ョットの速度と精度を決定する上で重

要な役割を果たす。ブレードとパック

の接触時間が長いほど、パックは速く

なる。適切なフォロースルーができれ

ば、パックとの接触前にスティックを

減速させなくても済む。これはショッ

トの精度にも当てはまる。

身体部位の関与

シューターによって、スラップショ

ットに若干の差が生じることも注意す

べきである。具体的なテクニックに関

図1 準備局面（右利き）。ワインドアップの最も高い位置で、胸、肩、腕の筋群がストレッチ
され、コンタクトに備える。

三角筋

大胸筋

図2a アクション局面

大胸筋

三角筋前部

内／外腹斜筋

上腕二頭筋
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係なく、スラップショットには体幹

25％、肩40～45％、肘および手首が

30～35％の割合で関与する。よりパワ

フルなスラップショットを打つために

は、これらの身体部位のトレーニング

をプログラムに取り入れる必要がある。

ホッケーのコンディショニング

ホッケー用のコンディショニングプ

ログラムを構成する場合、他の競技と

同様に、プログラムをいくつかの要素

に分割する必要がある。ホッケーの主

な構成要素は、ショートスプリント、ロ

ングスプリント、コンタクト、シュー

ト、パス、スティック操作などである。

ホッケーでは、無酸素系と有酸素系

の両方がエネルギーを供給する（1）。２

～３分の休息後、45～75秒のスプリン

トを繰り返す能力が求められる。競技時

間は、延長を除いて60分である。ゲーム

の流れについていくために、スケーテ

ィングには筋力と持久力が要求される。

ホッケーはコンタクトスポーツでも

ある。対戦相手、リンクの壁、氷だけ

でなく、ゴールも含まれる。重要なの

は、効果的なヒットと、それを避ける

能力である。

シュート、パス、およびスティック

操作には、体幹、肩、腕、および手首

の筋力が必要である。対戦相手にステ

ィックをはじかれて、パックを奪われ

ないようにするための筋力を備えてい

なければならない。また、状況に応じ

て、パワフルなパスやショットを実行

する十分な強さも必要である。ショッ

トやパスは必ずしも強打する必要はな

いが、強いパスやショットが必要な場

合に備えなければならない。これらの

要素はすべて、S&Cで強化することが

できる。

Boston Collegeで行われているホッ

ケーのS&Cプログラムは、有酸素性ト

図2b アクション局面。スイングレッグをハサミのように開き、後方へ振り上げてシュートする。

大胸筋

大円筋

内／外腹斜筋

上腕三頭筋

広背筋

図3a フォロースルー（横）

三角筋

上腕三頭筋

広背筋

大円筋
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レーニング、パワースケーティング、お

よびサーキットを含むプレシーズンプ

ログラムで構成される。このプログラ

ムは、シーズン中も体力維持のために

継続して行う。最後の期はシーズン終

了と同時に始まるが、これは全身の筋

力向上を目的としている。

有酸素性トレーニング

プレシーズンでは、エアロビックダ

ンスを利用して有酸素性コンディショ

ニングを行う。セッションは１回１時

間とし、柔軟性エクササイズやランニ

ング、ジャンプのほか、音楽に合わせ

た動作で構成する。週２、３回行う。

パワースケーティング

ルールには例外がつきものだが、良

いホッケー選手は良いスケート選手で

もある。Boston Collegeでは、ダイナ

ミックスケーティングのコーチとして、

Paul Vincentがパワースケーティング

を指導している。パワースケーティン

グの目的は、ブレードの内外側のエッ

ジの使い方と、最小限の仕事で両脚を

最大限に駆使する方法を教えることで

ある。さらに、不要な動作を省きなが

ら、これを行う方法も指導する。

パワースケーティングは、スケート

の技術面だけでなく、コンディショニ

ングにも有効である。選手はスケート

のスキルを練習しながら、それをスプ

リント形式で行う。ブルーライン（オフ

サイドライン）間からリンクの全長に至

るまで、様々な距離を設定できる。

セッションは１時間から１時間半と

し、途中で20分間の休憩を挟んで、そ

の間に整氷を行う。

サーキットトレーニング

サーキットトレーニングは７種目の

エクササイズで構成され、プレシーズ

全員に必須であり、ホッケーに必要な

筋力向上が目的である。週３回、１日

おきに行う。このプログラムはシーズ

ン終了後に開始し、期末試験までの約

５週間にわたって実施する。夏の間、

秋期練習に参加するまでは、個人でプ

ログラムを実施する。実施したエクサ

サイズとセット数、レップ数を以下に

示す（％は１RMに対する割合）。

ベンチプレス

セット レップ ％

1 10 60kgもしくは60％

2 8 70％

3 6 80％

4 4 90％

インクラインプレス

セット レップ ％

1 10 60％

2 8 70％

3 6 80％

4 4 90％

ンの練習後に週３回実施する。シーズ

ン開始後は、体力維持のために週２回

実施する。サーキットトレーニングの

目的は、筋持久力とパワーの向上であ

る。エクササイズとガイドラインを以

下に示す。

１．パームアウト・プルアップ

２．約11kgのウェイトを持ってのステ

ップアップ

３．20kgのバーベルをかついでのラン

ジ

４．リストローラー（２kgのプレート

をロープで結んでハンドルに取り

付ける）。両腕を真っ直ぐ伸ばした

状態で行う

５．アームカール（E-Zカールバーを使

用）

６．ベンチプレス

７．ディップ

20秒間で可能な限りのレップを行い、

10秒間休息をとるか、次のエクササイ

ズに進む。このチームの場合、最初は

１セットから開始し、３セットに増や

した。維持期には２セット実施した。

オフシーズンの筋力トレーニング

オフシーズンのプログラムはチーム

スラップショットで動員される主な筋

肩関節内転
大胸筋
広背筋
大円筋

肩関節屈曲
三角筋前部

肩関節内旋
大胸筋
肩甲下筋

体幹回旋
内／外腹斜筋

股関節屈曲
腰筋
腸骨筋
恥骨筋

肘関節伸展
上腕三頭筋

前腕回内
方形回内筋

手関節屈曲
橈側手根屈筋
尺側手根屈筋

**注：ベンチプレスとインクラインプレスを
交互に行う

例：ワークアウト１：ベンチプレス
ワークアウト２：インクラインプレス
ワークアウト３：ベンチプレス（各ワー
クアウトにつきベンチプレス系は1種目
のみとする）
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ダンベルフライ

セット レップ

1 12

2 10

3 8

12回反復できる重量から開始する。２

kg単位で増やしていく。

肩

ショルダーレイズ（ダンベル）

フロント、ラテラル、およびベントオ

ーバー。10レップ×３セット。重量を

変えずに３セット行う。フロント10レ

ップ、ラテラル10レップ、ベントオー

バー10レップで１セットとする。

ビハインドネック・プレス（バーベルまた

はマシン）

オリンピックバー

セット レップ ％

1 12 60％

2 10 70％

3 8 80％

4 6 90％

マシン：セットごとにプレートを1枚

ずつ加えて重量を増やす

腕

スタンディングアームカールまたはプリー

チャーカール

12回反復できる重量から始め、0.5kg

単位で増やしていく。

セット レップ

1 12

2 10

3 8

4 6

オリンピックE-Zバーまたは固定式バ

ーベルでもよい。補足として、オルタ

ネイト・ダンベルカールを行ってもよ

い。

オルタネイト・ダンベルカール

12回反復可能な重量で、ダンベルを変

えずに３セット行う。セット間に10秒

の休息をとる。12レップ完了できたら、

２セット目は10レップ、３セット目は

８レップ行う。

セット レップ

1 12

2 10

3 8

ディップ／スパイン・トライセップスエク

ステンション

ディップ：可能な限りの回数を行う。

４セット繰り返す

スパイン・トライセップスエクステン

ション：12回反復可能な重量から開始

し、4.5kg単位で増やしていく

セット レップ

1 12

2 10

3 8

4 6

手首、前腕

パームアップ・リストカール

ダンベルまたはオリンピックバーのい

ずれかを選択する。12回反復できる重

量から開始し、２kg単位で増やしてい

く。

Boston Collegeホッケーチームの年間コンディショニングスケジュール

プレシーズン ―

エアロビックダンス ―

パワースケーティング ―

陸上でのランニング ―

サーキット ―

インシーズン ―

パワースケーティング ―

サーキット ―

スプリント ―

オフシーズン ―

シーズンに向けた強化期間；9～11月（約6週間）

週3回

週2～3回

3～5kmを週2～3回

1セットから始めて3セットまで増やす（2週間ごとに1セット増やす）

維持期；11～4月

5～7日間に1回か2回の休みを取る

2セットを週2回（スケジュールが許せば）、試合の次の日に行う。しかし、次の試合日までに少なくとも2

日は空ける

練習の間、もしくは終了後に行う。次の試合日に合わせて強度を調節する

筋力向上期；4～9月。期末試験が終了したら、一旦終了する。サマーホッケー、夏の遠征などを行う
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セット レップ

1 12

2 10

3 8

4 6

パームダウン・リストカール

パームアップと同じ。

下肢

ヒップスレッド

セット レップ ％

1 12 60％

2 10 70％

3 8 80％

4 6 90％

ランジ

適度な重量で、12レップ×４セット行

う。適切な姿勢を心掛ける。

レッグエクステンション

12回反復可能な重量を選び、重量を変

えずに３セット行う。セット間に10秒

の休息をとる。12レップ完了できたら、

２セット目は10レップ、３セット目は

８レップ行う。

セット レップ

1 12

2 10

3 8

レッグカール

同上。

レッグアブダクション

同上。

レッグアダクション

同上。

背中

ヒップ＆バック

同上。

アップライトロウ

セット レップ

1 12

2 10

3 8

4 6

12回反復可能な重量を選ぶ。セットご

とに4.5kg単位で増やしていく。

腹部

トランクカール

可能な限りの回数（最低100レップ）を

行う。限界まで行ったら休憩し、また

可能な限り行う。100レップ以上完了

するまで繰り返す。◆
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図3b フォロースルー（前）

三角筋前部

大円筋

広背筋

内／外腹斜

上腕三頭筋


