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ディフェンススタンスは、オープン

コートでボールを持った相手チームの

選手と１対１で対峙しているときに用

いる。本稿では、基本的なスタンスと

筋活動を論じ、University of California

バークレー校で用いているストレング

ス＆コンディショニング（S&C）プログ

ラムおよび柔軟性プログラムを紹介す

る。

スタンスは頭からつま先までの位置

によって決まる。頭と肩を上げ、下を向

かずに相手の選手を見る。背中を真っ

直ぐ伸ばしたまま、腰部と股関節から

体幹を曲げてやや前傾する。腕と手は

肩から伸ばし、状況に応じて絶えず揺

らしたり動かしたりする。ハムストリ

ングスとふくらはぎの角度は135°から

160°の間とするが、これはスタンスか

ら側方や前後方向への動作に移る反応

時間の観点から、最も適した膝の屈曲

とスタンスの深さと考えられる。両足

の幅は肩幅より広くとり、最適な動作

と方向転換ができるように、つま先を

やや外に向ける。ベーススタンスは狭

すぎても広すぎても良くない。スタン

スの幅は反応時間、動作、方向転換に

最適な幅でなければならない。以上は

大半の選手にとって基本的なスタンス

ポジションであるが、選手の体格に合

わせて膝の屈曲、足の幅、体幹の傾き

などが若干変化する可能性がある。

移動スタンス

側方：基本的なディフェンススタンスか

ら始める。左へ動くためには、床から

真っ直ぐ上に左足を上げ、続いて左足

を側方に伸ばしながら、右足で床を押

す。左足の横方向へのステップは、選

手の体格によって12～24インチ（約30

～60cm）である。右足は床を押してか

らすぐに、左足の最初のステップとほ

ぼ同じ距離だけ左へ移動する。ディフ

ェンススタンスでは、両足の幅を常に

腰幅よりも広く保つ。側方へシャッフ

ルするときも同様で、ステップをリー

ドする側の脚であれ、床を押す側の脚

であれ、元のスタンスベースを回復し

なければならない。常にこの足幅を維

持することにより、安定したスタンス

ベースが確保され、相手の動きに素早

く反応し、方向転換をすることができ

る。ステップが大きすぎると脚が床か

ら離れている時間が長くなり、素早い

スタンスの回復およびその位置からの

反応ができなくなる。シャッフルのス

テップが狭すぎると、方向転換の反応

時間は十分にとれるが、逆に、十分な

距離をカバーできず、相手選手の動き

についていけない。図１と図２は、基

本のスタンスポジションで動員される

筋群を示している。これらの筋群は、選

手の脚が離床し、移動し、スタンスベ

ースを回復するまでの間、姿勢を維持

し安定させる。

前方へのシャッフル：基本のスタンスポ

ジションから始める。左脚を前に踏み

出すが、この時、足を上げ、踏み出し、

押し出し、スタンスを回復するステッ

プやスタンスの幅や深さなどは、すべ

て側方へのシャッフルと同じテクニッ

クを用いる。膝の屈曲角度は、前方へ

シャッフルする間に変化する。前方へ

のシャッフルで相手との距離が縮まっ

たら、すぐに元の基本的なディフェン
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ススタンスに戻る。

後方へのシャッフル：ここでも前方シャ

ッフルと同じテクニックを用いる。た

だし、先に上げる踏み出し足が後方に

ある足で、押し出すリカバリー足が前

方にある足となる。前方および後方シ

ャッフルの体幹の傾きと足の間隔をチ

ェックするには、鏡に平行に立って動

作を行い、それから鏡に正対するよう

に母趾球上で身体を回すとよい。足の

間隔は、基本的な側方スタンスと同じ

である。

筋力向上プログラム

バスケットボールは、ディフェンス

スタンスだけで成り立っているわけで

はない。従って私は、S&Cプログラム

を作成するときに、生体エネルギー機

構、傷害予防、筋のバランス、パワー

発揮、スピード、コーディネーション、

アジリティ、バランス、運動の認識な

どに注意を向け、目標を総合的に検討

する。年間のそれぞれの期によって、強

図1 ディフェンススタンス
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調すべきプログラム変数が決まる。以

下に例として挙げるトレーニングプロ

グラムは、カレッジバスケットボール

選手の生来の素質を伸ばす上でこれま

で有効であった。しかし、選手一人ひ

とりのニーズも考慮する必要がある。

表１は、オフシーズンの筋力向上プ

ログラムの例を示している。一人ひと

りに合わせたプログラムを作成するこ

とにより、エクササイズ、セット数、レ

ップ数、量、強度、および漸進などを

バスケットボールのコーチには、選手

に週２回だけリフティングを行わせる

コーチもいる。状況次第で、それが効

果的な場合もあると思われる。私は選

手に、時間を節約し、適切な筋のバラ

ンスを確保するために、表に挙げたス

ーパーセットエクササイズを行わせて

いる。

オフシーズン：オフシーズンプログラム

の私の目標は、一人ひとりの選手の身

年齢や経験レベルに応じて調整する。

ここに挙げたセット数とレップ数は、上

級大学生とそれ以上の年齢の選手を想

定している。年齢の若い選手の場合は、

最低レップ数を５とすることを推奨す

る。

我が校のバスケットボール選手は、

月、水、金の週3回トレーニングを行

う。水曜のワークアウトは、表１に特

記したように、エクササイズに変化を

もたせながら、同じ筋群を活動させる。

図2 選手は常に両腕を動かす
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12週を1サイクルとして、上記セット数を以下のレップ数で行う
3週間―10レップ／セット
3週間―8レップ／セット
2週間―5レップ／セット
2週間―8 - 6 - 4 - 4
2週間―8 - 6 - 4 - 2

1．すべてのレップでウェイトを用い、全レップ数を必ず完了する
2．次のエクササイズは上記サイクルに従う。ベンチプレス、インクラインプレス、スクワット、クリーン

水曜のエクササイズ：ダンベルベンチプレスとインクラインベンチプレス、ダンベル・ラットロウ、ダンベル・ショルダーレイズ、ダンベル・ショルダープレス、
ダンベルカール、トライセップスエクステンション／プレス、フロントスクワット、サイドランジ、フロントランジまたはステップアップ。

アブドミナルズ
シットアップ 2×30
レッグレイズ 2×25

プラス バックエクステンションまたはストレート・レッグラウンド
バックデッドリフト15～25レップ（負荷をかける）、2×10（低強度）

クリーンプルまたはパワークリーン
4×サイクル

4ウェイヒップ（アダクション／アブダクション、エクステ
ンション／フレクション）またはアブダクター（外転筋‐内
転筋）、またはサイドランジ
2×15

プラス スタンディング・カーフレイズ
2×15～20レップ（負荷をかける）

スクワット
4×サイクル プラス レッグカール

4セット：サイクルに従い8レップから 10 - 8 - 6 - 6まで

バーディップwithウェイト
サイクルに従い6レップまで プラス アームカール（バーまたはダンベル）

サイクルに従い6レップまで

スタンディングまたはシーティッド・ミリタリープレス
（ダンベル） 3×サイクル から6レップまで プラス ショルダーシュラッグ、アップライトロウ

またはダンベルレイズ 3×10

インクラインベンチ
3×サイクル プラス ラットプルダウンまたはプルアップ（肩幅のプロネイティッドグリップで）

3×サイクルで6週間、その後　10 - 8 - 6
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体的な弱点をできるだけ多く修正する

ことである。身体組成、体重、筋力な

ど、目標とする優先的課題を達成する

ために、私はプログラムの大部分を各

選手に合わせて個別に作成している。

プレシーズン：選手が夏休み中どのよう

に過ごしたかによって、コーチが対応

すべき選手のコンディショニングレベ

ルは異なると思われる。この時期の私

の目標は、練習開始に向けて、身体的

なレベルをピークまで高めることであ

る。セット数とレップ数は選手によっ

て異なるが、月‐水‐金の基本プログ

ラムに基づいてリフティングを行う。チ

ームの大半の選手は、ほとんどのエク

ササイズで10レップ１セットから新た

インシーズン（試合期）：練習が始まると、

シーズンを通して、遠征試合、移動時

間、試合時間、練習時間、病気、中間

試験や期末試験、傷害などの様々な変

動要因を考慮して、絶えずワークアウ

トを変更する。遠征チームの目標は、シ

ーズンを通して、できる限り体力レベ

ルを維持することである。我が校では、

できるだけ週２回リフティングを行う

ようにしているが、トレーニングの変

動要因によっては、週１回しかできな

い場合もある。少なくとも週１回、通

常は月曜に、スクワットかヒップスレ

ッド、それにクリーンを行う。もし２

回目のワークアウトが実施できれば、軽

く下肢のエクササイズをすることもあ

るが、要因次第で全く実施できないこ

なサイクルを再開する。練習開始まで

にどの程度時間があるかによって、サ

イクルの期間、セット数、レップ数の

漸進を決定する。

もし５レップ１セットまで漸進する

十分な時間がない場合は、10‐８‐６

のレップパターンを用いて、セット毎

にウェイトを重くすれば効果がある。こ

の方法によって選手の筋力向上と同時

に安全の要素も組み込まれる。学生選

手の場合、ワークアウトの時間が限ら

れているために、エクササイズを減ら

す必要があるかもしれない。私は時々、

月曜と金曜にエクササイズの１と２を

交互に行わせたり、選手にどちらか一

方を選択させたりする。

表1 12週間のオフシーズン・コンディショニングプログラム

ベンチプレス
4×サイクル プラス シーティッド・ラットロウまたはダンベルロウ

4×サイクルで6週間、その後　10 - 8 - 6 - 4



酸化機構
10,000mスケート
クロスカントリースキー
マラソン（42.195km）
ジョギング

解糖系と酸化機構
800mダッシュ
200m競泳
1,500mスケート
ボクシング
2,000ｍ漕艇
1,500m走
1マイル走
400m競泳

主として解糖系
400mダッシュ
100m競泳
テニス
サッカー

ホスファゲン機構と解糖系
200mダッシュ
バスケットボール
野球ホームラン
アイスホッケーのダッシュ
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ともある。コーチと密接に連絡をとり、

これらの要因を熟知していることが重

要である。その情報に基づいて、コー

チかストレングスコーチのどちらかが

ワークアウトをキャンセルしたり、調

整したりする可能性があるからである。

レギュラーから外れている選手には、

各々の身体的ニーズと優先課題に合わ

せて特別に作成された、別のプログラ

ム（月‐水‐金にリフティング）を適用

する。ワークアウト時間は、遠征組の

場合は25～45分までの間で変動する。

若干の相違はあるが、通常はレップ数

を10‐８‐６とし、先に挙げた要因に

基づいてエクササイズ種目を変化させ

る。

ポストシーズン：私はこの時点で、選手

に１～２週間の休暇を与える。ポスト

シーズンは５～６週間しかないため、再

度10レップに戻ってエクササイズを再

開し、期末試験まで10‐８‐６で続け

る。月‐水‐金にリフティングを行う。

ポストシーズンの目標は、筋力や体重

など、失われた身体的要素を回復し、

体力レベルを取り戻すことである。ト

レーニング全体を行う場合もあるし、上

半身のエクササイズを１、２種目選択

する場合もある。

測定：プレシーズンの初めと終わり、ま

たポストシーズンの終わりにテストを

実施する。ウェイトルームで、ベンチ

プレス、プルアップ、バーディップ、ス

クワットまたはヒップスレッド、クリ

ーンプル、垂直跳び、柔軟性のテスト

を行う。

コンディショニングプログラム

以下に挙げるコンディショニングプ

ログラムは、年間スケジュールとの関

連で、４つの異なる段階に分けられて

いる。私が行うコンディショニングの

大半は、バスケットボールに関わる２

種類の主要な代謝機構を取り入れてい

る（表２、表３を参照）。

オフシーズン：長期間にわたるため、こ

の12週間の夏季プログラムの成功は、

選手がどの程度熱心にトレーニングに

取り組むかに左右される。向上が期待

できる身体的能力としては、スピード、

パワー、アジリティ、フットワーク、ク

イックネス、ジャンプ、およびコンデ

ィショニングレベルなどが含まれる。私

は選手のスケジュール、アルバイト、そ

の他の活動に基づいて、選手が取り組

むべきドリルやスキルをローテーショ

ンさせる。プライオメトリックエクサ

サイズは週２回だけ実施する。毎週、

いずれかの種類のコンディショニング

を４回スケジュールに取り入れる。

プレシーズン：チームの状況にもよるが、

この期間は４～６週間あり、通常この

期間は練習開始前のコンディショニン

グに充てる。繰り返すが、この期間は

夏季プログラムを終えた時点の選手の

コンディショニングレベルが様々に異

なるため、調整が難しい期間でもある。

この期間の目標は、選手が練習を始め

られるように準備を整えることである。

コンディショニングは、週２～４回実

施できる。エクササイズは、オフシー

ズンプログラムの参考例から交替で選

択するとよい。私はこの時期、練習開

始に向けて、コート上でのエクササイ

ズをより頻繁に取り入れている。選手

が確実に「コートレッグ（練習や試合で

必要とされる、ランニング、ジャンプ、

カッティング、バックペダル、各方向

へのスプリントなど）」を獲得できるよ

うにするためである。コンディショニ

ング種目の選択と休息時間は、バスケ

ットボールで用いられる代謝機構に特

表2 活動の持続時間に基づく主要エネルギー機構

主な機構

ATP-CP

ATP-CP＋無酸素性解糖機構

無酸素性解糖機構

無酸素性解糖機構+酸化機構

酸化機構

活動の持続時間

0～10秒

10～30秒

30秒～2分

2～3分

＞3分以上で休息

表3 各種スポーツで使われる
エネルギー機構

ほぼ全体にわたりホスファゲン機構
100mダッシュ
ジャンプ
ウェイトリフティング
ダイビング
フットボールダッシュ
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異的でなければならない（表３）。この

時期、選手は大抵、週に２～４回バス

ケットボールをしているということを

忘れてはならない。

インシーズン（試合期）：バスケットボー

ルのスタッフは、シーズンを通じて選

手のコンディショニングを管理する。用

いるスキルやドリル、練習の強度や持

続時間などと並んで、練習の組み立て

も、シーズン中のコンディショニング

に関わる重要な要素である。特に考慮

すべきことは、大学のスケジュール、中

間試験と期末試験、試合のスケジュー

ル、遠征試合と移動、および練習のス

ケジュール、練習時間、強度、休暇の

予定などである。スタッフはシーズン

中を通して、チーム全員の身体的、精

神的コンディションを把握するように

努めなければならない。オーバートレ

ーニングやバーンアウト（燃え尽き症候

群）は、チームに痛手を与える。

ポストシーズン：身体的また精神的理由

から、試合期の後は、選手に１～２週

間の休暇を与える。私は、バーンアウ

トが絶対に起こらないようにするため

に、ポストシーズンには極めて軽いコ

ンディショニングしか行わない。この

時期のコンディショニングは、紅白試

合が中心である。選手たちには、新鮮

な気持ちで夏季プログラムに臨むこと

を希望している。

私は、バスケットボールで使われる

２つの主要な代謝機構であるATP‐CP

系と解糖系のトレーニングを行う。エ

クササイズの選択は広範囲で、特異的

なエクササイズを含む。

ウォームアップドリル

フォームランニング・ドリル：

次のドリルは、コンディショニング

日やトレーニング日のウォームアップ

として使用する。これらのドリルはハ

イニー加速ドリルを除き、最初は２分

の１のスピードで、次に４分の３のス

ピードで行う。これらのドリルは約20

ヤード（約18m）の距離で十分である。

加速ドリルには10ヤード（約９m）を使

う。次の順序に従って、各ドリルを最

低２回実施する。すべてのドリルに、集

中力と適切なテクニックが必要である。

１．ハイニー（少なくとも90°まで持ち

上げる）

２．ヒールキック（かかとを臀部まで上

げる）

３．両足をわずかに交差するハイニー

４．バックペダル（適切なフォームで膝

を曲げて）

５．カリオカ（左右両方向へ）

６．加速ドリル（２分の１のスピードで

ハイニーを５ヤード（約4.5m）行

い、次の５ヤードはハイニーとク

イックステップ）

フットビハインドとフット・インフロント：

これらのドリルはフィールドで、ま

たは１本ラインを引いた平らなサーフ

ェス上で行う。ラインのすぐそばに右

足を置き、両足をラインに平行にして

立つ。

１．フットビハインド：右足の後ろか

ら、ラインを越えた位置に左足を

動かし、続いてラインを越えて左

足の右側に右足を動かす。右足が

着地したら、左足を一旦上げて下

ろし、次に左足の後ろから、ライ

ンを越えて右足を動かす。右足が

着地したらすぐに、ラインを越え

て左足を右足の左側に移動する。

決められた時間、できるだけ素早

く、左右それぞれこの動作を繰り

返す。

２．フット・インフロント：１と同じ

開始位置に立ち、左足を右足の前

を通ってラインを越えて動かし、

次いで左足のさらに外側に右足を

運ぶ。右足が着地したらすぐに、

左足を上げて同じ位置に素早く下

ろし、今度は左足の前からライン

を越えて右足を動かす。決められ

た時間、できるだけ素早く、左右

それぞれこの動作を繰り返す。

ラテラルジャンプとランジ：

１．ベンチジャンプ

両足を揃え、ベンチを越えて側方

へジャンプを繰り返す。着地後速

やかに次のジャンプをする。バラ

ンスをコントロールし、ベンチを

楽に越えられるように足を十分高

くあげる。

２．サイドジャンプ

ａ．セットポジションから、両足

同時に右方向に最大限ジャン

プして、コントロールしなが

ら着地する。次に、着地をコ

ントロールできる状態で、左

に最大限ジャンプする。

ｂ．コンビネーションジャンプや

マルチプルジャンプを行う場

合は、毎回着地したら直ちに

次のジャンプを行う。

３．サイドランジ

セットポジションから、右足を上

げて、左足を右方向へ最大限に蹴

り出す。右の脚部は、右方向にで

きる限り遠くまで伸ばさなければ

ならない。姿勢をコントロールし

ながら、両足でセットポジション

に着地する。同様に、左方向にラ

ンジを繰り返す。

４．ワンレッグ・ラテラルホップ

両足を12～16インチ（30～40cm）

の高さの発泡スチロールの台に平

行に置き、台を越えて片足でホッ
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プを繰り返す。毎回着地したらす

ぐに跳ぶ。足を入れ替えて行う。

５．サイドランジ＆リーチバック

セットポジションから右足を上げ

て、左足で右方向へ跳ぶ。右足で

着地し、すぐに左方向へ跳んで戻

る。姿勢をコントロールしながら、

セットポジションに両足で着地す

る。左右の足と方向を変える。

６．ラテラル・ブリーチャーランニン

グ

右肩を進行方向にしてクロスオー

バーステップで、ブリーチャー（外

野席）を１列走り、次に左肩を先に

して走る。肩はブリーチャーに対

して直角とする。左右各25～30

レップ。

ランニングハーネス：腰にハーネスを装

着し、補助者が引っ張って抵抗を加え

る（適切なテクニックを強調する）。走

って前進後退する。フォーム、スピー

ド、加速の向上およびコンディショニ

ングに適している。

フットワークパターン：最初に両足でパ

ターンをマスターしてから片足で行う。

パターンは、図に示した順序で学習す

る。時間かレップ数を定めて練習する

（表４）。常に姿勢のコントロールを心

掛ける。縄跳びを使わずにパターンを

マスターした後、縄跳びを使って同じ

パターンを行う。

クイックフィート・ドリル：次のドリル

は、階段上で、足の置き方および適切

な動作テクニックとクイックネスを強

調して行う。階段から階段へは、最小

限のクリアランスで移動する。実施順

序は次の通りである。

１．片足ホップ

階段に正対して立ち、右足で20段

ホップし、次いで左足で20段ホッ

プする。

２．45°ホップ

両足を階段に対してほぼ45°の角

度に置いて立つ。片足で20段ホッ

プして上り、次に足を変えてさら

に20段ホップして上る。

3. スキーホップ

階段に正対して両足を同じ段に置

いて立ち、段から次の段へ横方向

に移動する。一段毎に先に踏み出

す足を変える（20段）。

４．サイドステップ

階段に両足を平行に置いて立ち、

右肩を階段側にして、右足を左足

の一段上の段に置く。左足を一段

上げて右足に揃え、左足が右足に

ついたらすぐに右足を次の段に進

め、左足を揃える。これをできる

だけ素早い動作で繰り返す。左右

の肩と足を変えて、それぞれ20段

ずつ行う。

５．4ステップ

段に正対して、同じ段上に両足で

立ち、次の段に右足で上り、すぐ

に右足の脇に左足を寄せる。その

場で左右の足でステップを踏む。

すなわち、片足２ステップずつ、

全部で４ステップを同じ段で踏む。

次の段へ進み同様に20段続ける。

できる限り素早くステップを踏む。

アルプス：階段ではなく、スタジアムの

ブリーチャー（外野席）を使う。スキッ

プで上り、疲れたら残りは一段ずつ最

後まで走る。このエクササイズは、ス

トライドを広げ、股関節屈筋群、腓腹

筋・ヒラメ筋、臀筋、大腿四頭筋、上

半身の腕の動きを強化するのに最適で

ある。適切なランニングフォームで走

る。

ジャンプ＆両手リーチ：バックボードの

真下の段差のない場所に立ち、両足で

できるだけ高くジャンプして、バック

ボードに触れる。毎回、両手を上げて

ジャンプする。

スクエアドリル：側方へのディフェンス

シャッフル、前方への加速、バックペ

ダルの適切なフォームとテクニックに

重点を置く。コンディショニングも同

じく重要な要素である。このドリルで

は、選手は左右両方向へのディフェン

スシャッフル、前方へのスプリント、後

方へのバックペダルを練習できるが、こ

れらはすべてコート上での重要な基本

動作である。スクエア（正方形）の大き

さは、一辺約10ヤード（９m）とする。

L字ラン：素早い足の動き、アジリティ、

カッティング、方向転換、加速などに

重点を置いたドリルである。

ラテラルシャッフル・ドリル：５ヤード（約

4.5m）離れた２本のラインを使う。こ

のドリルはディフェンスシャッフルの

姿勢で、適切なテクニックを練習する。

頭は真っ直ぐ前に向け、両手を動かし

ながら、足を交差させずに移動する。

ポップアウト・アンド・バックドリル：こ

のドリルは、飛び出して、ボールを持

って突破またはシュートしようとして

いる選手に対抗するときの効果とコン

トロールの向上を目的としている。適

切なフットワーク、ポップアウトする

ときのコントロール、常に効果的なデ

ィフェンスポジションをとること、元

のポジションに素早く戻ることに重点

を置いて行う。

リコシェットまたはスイサイドドリル（ラ

インドリル）：主にコンディショニング

を目的としたドリルで、加速、スピー



カリオカバウンド 各方向2×20
～30ヤード 反復 反復

ラテラル・
ブリーチャーランニング

各方向
2×25～30 反復 反復 反復 反復

クイックフィート・ドリル 各1×20ステップ 各1×20ステップ 各1×20ステップ 各2×20ステップ 各2×20ステップ

フットワークパターン A‐D両足で
各30秒

A‐F両足で
各30秒

A‐F片足で
各30秒

A‐F片足と両足で
各30秒

A‐F片足と両足で
各30秒

マルチプルジャンプまたはコンビネーションジャンプ

シングルレッグ交互バウンド 左右各2×4 左右各3×4 左右各3×4

スキップバウンド 左右各2×4 左右各2×4 左右各2×6 左右各3×6 左右各3×6

ジャンプリーチ 10×セットポジション 10×セットポジション 6×セットポジション
6×タッチ＆ゴー

6×セットポジション
6×タッチ＆ゴー

6×セットポジション
6×タッチ＆ゴー

チェストタック 1×10 2×8 2×8 2×10

90°タッチ 1×10 1×10 2×10 2×10 2×10

ヒールキック 1×10 1×10 2×10 2×10 2×10

サイドランジ、
リアクトバック 4×各方向 4×各方向 6×各方向 6×各方向 8×各方向

サイドランジ 4×各方向 4×各方向 6×各方向 6×各方向 8×各方向

サイドジャンプ 4×各方向 4×各方向 6×各方向 6×各方向 8×各方向

フットビハインドと
フット・インフロント 各2×30秒 各2×30秒 各2×30秒 各2×30秒 各2×30秒

フォームランニング：
ウォームアップ 実施　×2 実施　×2 実施　×2 実施　×2 実施　×2

ベンチジャンプ 左右2×10 左右2×10 左右2×10 左右2×10

デプスジャンプ 2×8 3×8 3×8

ボックスジャンプ 2×8～10 3×8～10 3×8 3×8 3×8
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ド、方向転換能力を鍛えるドリルであ

る。ポジションやシーズンによって、用

いる回数は異なる。

17（セブンティーン）：極めて高強度の

コンディショニングドリルで、選手は

コートのサイドライン間を、片道１回

と数えて合計17回、１分以内で走る。

このドリルは最初30秒ずつに分けて

行うか、または要求されるレップ数を

完了するまで行う。その後、時間内に

17回完了できるようにする。ドリルは

すべて、コンディショニングの必要性

に応じて、時間またはレップ数を変化

させる。またこれらのドリルは、体格

SPORTS PERFORMANCE SERIES

表4 アジリティ・フットワークおよびプライオメトリックワークアウト

以下の順番で行う。

5/21～6/2 6/4～6/16 6/18～6/30 7/2～7/21 7/23～8/11
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や能力で選手をグループに分けて、コ

ート上でサーキットタイプのトレーニ

ングとしても活用できる。

タック＆ジャンプ：

１．ヒールキック

セットポジションで始め、毎回で

きるだけ素早く両足のかかとを臀

部まで上げて跳ぶ。

２．90°タッチ

セットポジションから、できるだ

け素早くジャンプし、大腿部を

90°の位置まで引き上げ、両手で

大腿部に触れ、着地して再びジャ

ンプする。

３．チェストタック

セットポジションからできる限り

速く胸まで両方の膝を上げてジャ

ンプする。両手ですねの前部を軽

くたたいて着地する。着地したら

すぐに、再びジャンプする。

４．ジャンプリーチ

ａ）セットポジションから、頭上

に両腕を上げて、できるだけ

高く垂直跳びを行う。コント

ロールを保ちながら着地する。

ｂ）ジャンプリーチを複数回行い

ながら、強度を増す。着地し

たら直ちにジャンプを繰り返

す。

プライオメトリクス：以下に、ワークア

ウトプログラムを作成するときに参考

となるエクササイズを挙げる。これら

のエクササイズの前には、必ず適切な

脚部のウォームアップを行って血流を

よくしておく。緩衝材でできた床面で

行うようにし、関節の違和感に注意を

払う。適切なテクニックと実施方法に

集中する。最大の効果を上げるために

は、各ジャンプを最大努力で行うこと

が必要であることを忘れてはならない。

ボックスジャンプでは、膝関節の角度

は90°以上とするが、それが無理な場

合は、ボックスが高すぎる。着地する

前に、両足を揺らしてはならない。体

幹の下に真っ直ぐに保持する。セット

ポジションからそのままジャンプし、踏

み切りのステップは行わない。

ボックスジャンプとデプスジャンプ：

１．ボックスジャンプ

セットポジションからボックスの

上に跳び上がる。ボックスから飛

び降りて、次のジャンプを行う。

２．デプスジャンプ

セットポジションからボックスの

上に跳び上がる。コントロールし

ながらボックスから両足で着地し

て、降りたら直ちにできるだけ高

く垂直跳びをする。コントロール

した状態で着地する。

バウンド：

１．スキップ

腕を力強く上方へ振りながら、両

足を交互に行う。片足で飛び上が

り、同じ足で降りるスキップ動作

をする。できるだけ高く、できる

だけ遠くへスキップする。

２．シングルレッグ交互バウンド

両腕を力強く上方へ振り上げて、

左右の足を交互に踏み込んでバウ

ンドする。毎回、できるだけ高く

できるだけ遠くへバウンドする。

３．カリオカ

右肩方向へ最初は小さなカリオカ

ステップを踏み出し、徐々にバウ

ンドを大きくして最大限のカリオ

カステップを踏む。左肩に向きを

変える。両方向へ20～30ヤード

（18～30m）進む。

ジャンプ：マルチプルジャンプまたはコ

ンビネーションジャンプ。セットポジ

ションから始める。これらのジャンプ

は、図３に示した連続パターンを使っ

て、多種多様なサイドジャンプ、バー

ティカルジャンプ、スタンディングジ

ャンプのバリエーションを組み込む。最

大努力でのジャンプをすること、また

コントロールしながら着地することが

重要である。最初はジャンプとジャン

プの間に、一旦セットポジションに戻

ることによって、異なるパターンを習

得する。その後、着地したら直ちに次

のジャンプを行うように漸進する。

a. b. c. 

図3 マルチプル／コンビネーションジャンプのパターン
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SPORTS PERFORMANCE SERIES

図4 柔軟性エクササイズ

体幹のラテラルストレッチ 座位で伸ばした左脚の左側に曲げた右脚を置
く。左手を右膝に当て、できるだけ遠く右方向を振り向く。左右を変えて
同様に行う。

片脚での下背部と臀部のストレッチ 仰臥位で、右膝を右肩に引き寄せる。左
も同様に行う。

股関節と臀部のラテラルストレッチ 体幹のラテ
ラルストレッチと同じ姿勢で、右膝を胸に引き寄
せる。左も同様に行う。

両脚での下背部と臀部のストレッチ 片脚での下背部と臀部のス
トレッチと同じ姿勢で、両脚を肩に向かって同時に引き寄せてそ
のまま維持する。わずかに身体を揺らし、再度ホールドする。

下背部のストレッチ 仰臥位で肩から背中をまるめ、頭を越
えた位置に両脚を置く。脚を曲げた姿勢と伸ばした姿勢をそ
れぞれホールドする。

座位のハムストリングスのストレッチ 座位で両脚を真
っ直ぐ前に伸ばし、背中を真っ直ぐ伸ばしたまま上体を
脚に向かって曲げる。これを繰り返す。

座位の内転筋ストレッチ 座位で両脚を曲げ、足裏を合わせ、かかとを
骨盤にできるだけ引き付ける。肘は膝に置く。肘を使い、地面に向かっ
てゆっくり膝を押し下げる。両脚を骨盤にさらに近付けて繰り返す。
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図4 柔軟性エクササイズ（続き）

開脚でのハムストリングスと内転筋のストレッチ 座位で両脚をできるだけ大きく開
き、まず右脚の上に、次いで左脚の上、最後に両脚の中央に上体を前傾する。これを
繰り返す。

スクワットでの大腿四頭筋のストレッチ しゃがんだ姿勢で、膝をできるだけ
地面に向かって押し下げ、次に臀部を持ち上げる。これを繰り返す。

伏臥位での大腿四頭筋のストレッチ 伏臥位で、左手を使って右のかかとを臀部に引き寄せ、
右の股関節をやや地面から引き上げる。左右を替えて2度ずつ行う。次に両脚を同時に行う。

ハードルストレッチ 座位で左脚を真っ直ぐ前に伸ばし、かかとがちょうど右の臀部の外側にくるように右脚を
曲げる。つま先は真っ直ぐ後ろに向ける。膝に回転および横方向のストレスを及ぼすことになるため、足先を側
方に向けない（足首が尻の下にある間、その上によりかかり、足関節を緩める）。緊張が感じられるまで、ゆっ
くりと背中を倒す。手で身体を支えバランスをとる。次に真っ直ぐ伸ばした左脚に向かって前傾する。両方の姿
勢を左右それぞれ2度ずつ繰り返す。
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アジリティドリル

表４の例は、上級選手のための12週

間のオフシーズンのアジリティ・フッ

トワークおよびプライオメトリックサ

イクルである。エクササイズの選択、セ

ット数、レップ数、量、強度、曜日は、

チームの状況に応じて調整する。我が

校の選手は、週２回だけこれらのエク

ササイズを行う。低強度から始め、高

強度のエクササイズへと漸進する。プ

ライオメトリックエクササイズでは、オ

ーバートレーニングは絶対に避けなけ

ればならない。

柔軟性

全身の柔軟性プログラムは、１年を

通して用いるべきである。我々のチー

ムは、オフシーズンにはウェイトトレ

ーニングの前に、インシーズンには練

習や試合の前にストレッチを実施する。

バリスティックストレッチ、静的スト

レッチ、PNFなど、各種柔軟性エクサ

サイズを組み合わせて用いる。インシ

ーズンや故障をかかえた選手のトレー

ニングでは、静的ストレッチやPNFに

よる柔軟性エクササイズに力を入れる。

図４は、静的に行う基本的な全身の柔

軟性ルーティンを示している。ここに

紹介したプログラムを活用することに

より、私は、我が校のバスケットボール

選手のS&Cレベルの向上に、かなりの

成功を収めることができたと考える。◆

SPORTS PERFORMANCE SERIES

From NSCA Journal
Volume 12, Number 5, pages 6-17. 1990.

図4 柔軟性エクササイズ（続き）

プッシュアップとふくらはぎのストレッチ ハイプッシュアップの姿勢をとり、右
のかかとを床につけたまま維持する。足を変える。伏臥位になり、両肩を押し上げ
て背中を反らす。これを繰り返す。

立位での開脚、前方と側方　右足を前に出して立ち、右脚を曲げ、左脚は真っ直ぐ
伸ばしたまま、股関節を地面に向かって押し下げる。脚を変える。脚を左右にでき
るだけ大きく広げて立つ。片側に体重をかけ、次に反対側に体重をかける。

立位での肩と胸のストレッチ このストレッチは後ろに立った補助者と行う。前の
人は、補助者が両腕を後方へ引き上げて5つ数える間じっとしているが、続いて腰
を下ろして5つ数える。交替で行う。

上腕三頭筋のストレッチ 右肘を曲げて真上に向け、左手で後ろへ引く。左右を
変えて繰り返す。




