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バドミントンはかつて、ゆっくりと

したリクリエーションタイプのゲーム

と見なされていたが、やがてスピード

のあるパワフルなスポーツへと発展し、

1992年にはオリンピック種目のひとつ

となった。試合は1時間も続く場合が

あり、このような厳しい競技では、選

手は様々な特性を備えている必要があ

る。つまり、決定力のある巧みなテク

ニック、柔軟性、アジリティ、さらに

有酸素性と無酸素性の両方のパワーが

要求される。

バドミントンのショット

頭上からフォアハンドで打つストロ

ークは「オーバーヘッドショット」と

呼ばれ、フォアハンド・オーバーヘッ

ド・ディフェンシブクリア（ハイクリ

ア）、アタッキングクリア（ドリブンク

リア）、（スローまたはファースト）ドロ

ップショット、ハーフスマッシュ、ス

マッシュなどが含まれる（図１）。身体
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図1 オーバーヘッド・フォアハンドストローク
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の前方または側方から放たれるストロ

ークには、ドライブ、プッシュ、ネッ

ト越えのダブ、タンブル、さらにスピ

ンネットショットなどがある。

大腿部より下からのストロークには、

フォアハンドおよびバックハンドのア

ンダーアームクリアがあり、ラケット

側の反対側から放たれるストロークは、

バックハンドまたはアラウンドザヘッ

ド・ショットと言われる。本稿は、様々

なフォームのオーバーヘッドショット

を分析することに的を絞る。

フォアハンド･オーバーヘッドショット

の分類

オーバーヘッド･フォアハンドクリア

－オーバーヘッド・フォアハンドクリ

アは、あらゆるバドミントンのストロ

ークの中で、おそらく最も基本的なス

トロ－クである。このストロークはコ

ートの後方から放たれ、相手の選手が

手を伸ばして届く最高点よりも高く、

相手コートの後方よりさらに深くに届

くものである。理想的にはシャトルを

バウンダリーラインの近くに落とす。こ

のような高さのあるクリアストローク

には、ディフェンシブクリアとアタッ

キングクリアの２種類がある。

アタッカーが最大限の回復時間をと

図2 オーバーヘッド・フォアハンドストロークのフライト(軌跡)

図3 準備局面 ※原図に基づいて掲載しています
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脊柱起立筋 短縮性 体幹の過伸展／回旋

腰方形筋 短縮性 体幹の側屈

左の外腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

右の内腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

体幹の筋群

三角筋 短縮性 肩の外転

僧帽筋 短縮性 肩の引き上げ

肩甲挙筋 短縮性 肩の引き上げ

上腕三頭筋 短縮性 肘関節の伸展

上半身の筋群（ラケットと反対側）

上腕二頭筋 短縮性 肘関節の屈曲

上腕筋 短縮性 肘関節の屈曲

三角筋 短縮性 肩の外転

三角筋 短縮性 肩の水平伸展と外旋

菱形筋 短縮性 肩の後退

小円筋 短縮性 外旋

棘下筋 短縮性 外旋

手指と手関節の屈筋群 静的 指の屈曲と手首の安定

手指と手関節の伸筋群 静的 手首の安定

僧帽筋 短縮性 頭部の伸展

上半身の筋群（ラケット側）

腓腹筋 短縮性 底屈

ヒラメ筋 短縮性 底屈

大腿四頭筋 短縮性 膝関節の伸展

大殿筋 短縮性 股関節の伸展　

ハムストリングス 短縮性 股関節の伸展

大腿内転筋群 短縮性 股関節の内転
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り、相手選手をコートのできるだけ深

いポジションに追いやるためには、フ

ァアハンド・オーバーヘッド・ディフ

ェンシブクリアを用いて、シャトルを

頭上の高い位置から打つ。相手コート

のベースラインにできる限り素早く落

とそうとする場合は、より速くより平

らにシャトルが飛ぶように、シャトル

を頭のやや前方で打たなければならな

い。

オーバーヘッドドロップ－このショ

ットは、バックコートから相手コート

のネットに非常に近い位置にシャトル

を落とす。このショットが決まれば、相

手の隙を突くことができ、相手はネッ

トショットを返すか、遅れてアンダー

アームクリアを打ち返すしかない。ド

ロップショットには、スローとファス

トの２種類がある。スロー・ドロップ

ショットはネットに非常に近い位置に

落ちるが、ファスト・ドロップショッ

トはショート・サービスラインの付近

に落ちる（図２）。

スマッシュ－このショットは、コー

トの後方または中央部から極めて速く、

また急角度で相手のコートに落ちる。そ

の目的は相手を完全に打ち負かし、ラ

リーを終わらせて得点を上げることで

ある。

相手選手のバランスを崩すためには、

同じ準備態勢をとりながらハーフスマ

ッシュ、ファストドロップ、およびフ

ルスマッシュを混ぜて打つべきである。

ハーフスマッシュは、ちょうど強力な

スマッシュとファスト・ドロップショ

ットの間に落ちる。すべてのショット

のインパクトポイントは同じである。し

かし、完全にシャトルを打ち出す代わ

りに、速いスイングを使ってシャトル

をスライスさせ、予想される長さより

短いショットを打つこともできる（図

２）。

表1 準備局面で用いられる主要筋群

筋活動 作用

下半身の筋群（ラケット側）

下半身の筋群（ラケットと反対側）

腓腹筋 伸張性 足／足関節の底屈

ヒラメ筋 伸張性 足／足関節の底屈

大腿四頭筋 伸張性 膝関節の屈曲

大殿筋 伸張性 股関節の屈曲

ハムストリングス 伸張性 股関節の屈曲

大腿筋膜張筋 短縮性 股関節の外転

中殿筋 短縮性 股関節の外転
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図4、5 ヒッティング局面

前腕と手関節
屈筋群

大胸筋

上腕三頭筋

三角筋前部

小胸筋

大胸筋

殿筋群

外側広筋

外側広筋

内側広筋

前脛骨筋

上腕二頭筋

胸鎖乳突筋

大腿直筋

縫工筋

内側広筋

中間広筋

上腕筋

上腕三頭筋

腹直筋

外腹斜筋

縫工筋

内転筋群

中間広筋
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準備局面

ラケット側の脚を後方に、反対の脚

を前方に置いて、横向きに立つ。体重

をラケット側の反対の脚からラケット

側の脚に移し、ラケット側の脚に大部

分の体重をかける。体幹は縦軸を中心

に回転し、ラケット腕は屈曲と外旋に

より後方へ引かれる。バランスをとる

ために、非ラケット腕の肩は前腕屈曲

位で挙上する（図３）。表１は、この局

面に関与する筋群についての解説であ

る。

ヒッティング局面

ヒッティングの最初の段階では、選

手はラケット側の脚を伸展させてジャ

ンプし、その間、体幹と肩は回旋を続

ける（図４）。第２段階では、まず骨盤

が内方に回旋し始め、続いて体幹が脊

椎の縦軸を中心に回旋を始める。体幹

の回旋に、肘関節の伸展、肩関節の内

旋、前腕の回内運動が続き、どのスト

ロークをするかによって指のローリン

グも加わる可能性がある（図５）。

肩関節の内旋と前腕の回内は、コン

タクト局面とフォロースルー局面でも

継続される。この局面に関与する筋に

ついては、表２aと２bで解説する。

コンタクト局面

フォアハンド・オーバーヘッドクリ

ア－フォアハンドクリアのコンタクト

ポイントは、額の上、身体の前方であ

る。インパクトの瞬間のラケット面の

角度によって、そのショットがオーバ

ーヘッド・ディフェンシブクリアかア

タッキングクリアかが決まる。アタッ

キングクリアの場合、上向きよりもむ

しろ前方へ打ち出す角度でラケット面

をシャトルに当てる。

フォアハンド・オーバーヘッドスマ

ッシュ－このショットのコンタクトポ

イントは額の前で、ラケット面の角度

は下向きである。

KreighbaumとBarthels（3）は、比較

的軽い用具と物体を使って最終速度が

高速に達するようにするためには、素

早い内旋と回内による車軸動作が最も

効果的であると結論付けた。オーバー

ヘッドスマッシュに鋭い角度をつける

ためには、できる限り早い時点でシャ

トルを打つことができるように、選手

は高く跳び上がらなければならない。股

関節のスピードと脊椎の回旋も、スマ

ッシュにより大きなパワーを与える。前腕

の回内と手首のスナップによって、スマ

ッシュの角度と方向が決定される（図６）。

フォアハンド･オーバーヘッドドロッ

プ－ドロップショットのコンタクトポ

イントは、額の真上である。ドロップ

とスマッシュの唯一の違いは、インパ

クトの瞬間の動作である。準備とヒッ

ティングの動作は同じだが、前腕の回

内と肩関節の内旋によって、シャトル

と接触する前にラケットのスピードに

急激にブレーキをかける。その結果、こ

の減速動作により、シャトルはネット

の上を通過しながら、なだらかなフラ

イトでフォアコートに落ちる。

上級者の選手の場合、前腕の回内、
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上腕二頭筋 短縮性 肘関節の屈曲

上腕筋 短縮性 肘関節の屈曲

三角筋（中部） 短縮性 肩の外転

三角筋（後部） 短縮性 肩の水平伸展と外旋

菱形筋 短縮性 肩の後退

小円筋 短縮性 外旋

棘下筋 短縮性 外旋

手指と手関節の屈筋群 静的 指の屈曲と手首の安定

手指と手関節の伸筋群 静的 手首の安定

僧帽筋 短縮性 肩の引き上げ

肩甲挙筋 短縮性 肩の引き上げ

表2a ファーストヒッティング局面で用いられる主要筋群

筋活動 作用

下半身の筋群（ラケット側）

上半身の筋群（ラケットと反対側）

腓腹筋 短縮性 足／足関節の底屈

ヒラメ筋 短縮性 足／足関節の底屈

大腿四頭筋 短縮性 膝関節の伸展

大殿筋 短縮性 股関節の伸展

ハムストリングス 短縮性 股関節の伸展

脊柱起立筋 短縮性 体幹の過伸展と回旋

腰方形筋 短縮性 体幹の側屈

左の外腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

右の内腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

体幹の筋群
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手首の回旋、さらに手指のローリング

によって、様々な方向、スピードでシ

ャトルをスライスさせることができる。

この局面に関与する筋群は、表３で解

説する。

フォロースルー局面

インパクトの後、オーバーヘッドシ

ョットの勢いにより、身体が前方に運

ばれる傾向がある。前腕の回内と肩関

節の内旋によって、ラケットは胸の高

さで身体の反対側に移動を続ける。同

時に、ラケットと反対側の脚が着地す

る間に、ラケット側の脚は空中で内転

する。体重はラケット側の脚から反対

側の脚に移動する。通常、前方への勢

いがついているため、体重の移動直後

にラケット側の脚が反対側の脚より前

方に着地するか一歩前に踏み出される

（図７）。この局面に関与する筋群を表

４に示す。

バドミントンのためのストレングス＆

コンディショニングプログラムは、試

合のスケジュール、施設、目標、トレ

図6 コンタクト局面

前腕および
手関節伸筋群

三角筋

広背筋

広背筋 短縮性 肩の伸展と内旋

大円筋 短縮性 肩の伸展と内旋

三角筋（前部） 短縮性 肩の伸展と内旋

上腕三頭筋 短縮性 肘関節の伸展

大胸筋 短縮性 肩の伸展と内旋

胸鎖乳突筋 短縮性 首の屈曲

手指と手関節の屈筋群 短縮性 指の屈曲と手首の安定

手指と手関節の伸筋群 短縮性 手首の安定

表2b セカンドヒッティング局面で用いられる主要筋群

筋活動 作用

下半身の筋群（ラケット側）

上半身の筋群（ラケット側）

股関節内転筋 短縮性 股関節の内旋／内転

縫工筋 短縮性 股関節の内旋

腸骨筋 短縮性 股関節の屈曲

大腰筋 短縮性 股関節の屈曲

上腕二頭筋 短縮性 肘関節の屈曲

上腕筋 短縮性 肘関節の屈曲

大胸筋 短縮性 肩の伸展

三角筋 短縮性 肩の伸展

広背筋 短縮性 肩の伸展

大円筋 短縮性 肩の伸展

上半身の筋群（ラケットと反対側）

右の外腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

左の内腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

脊柱起立筋 短縮性 体幹の回旋

腰方形筋 短縮性 股関節の側屈

腹直筋 短縮性 体幹の屈曲

体幹の筋群
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ーニング時間、各選手のニーズや指導

方針などの要因によって大きく変化す

る。しかし、いくつかの原則と方法論

はこのスポーツの必要条件に基づいて

いるため、大抵のプログラムにおいて

共通である。本稿では、Hong Kong

Sports Institute で用いているストレン

グス＆コンディショニングプログラム

を一例として取り上げる。

筋力

バドミントンの選手にとって、筋力

は最も重要な要素とはいえない。しか

し、試合の厳しい要求によって起こり

うる傷害を予防するための総合的なコ

ンディショニングと併せて、オーバー

ヘッドスマッシュの垂直跳びには筋力

が必要であるし、素早い方向転換の力

も要求される。

エリートレベルとリクリエーション

レベルのバドミントン選手の研究によ

って、エリート選手の脚部の筋肥大、

特にラケット側の大腿四頭筋と腓腹筋

の筋肥大が明らかになっている（5）。筋

肥大は遅筋線維で最も大きく、速筋線

維（タイプａ）よりも8％、タイプｂよ

りも18％大きく、これは筋持久力の向

上が必要であることを示唆している。ま

た未発表の等速性筋力テストの研究に

よると、利き足の膝関節の伸展と屈曲

を60度/秒で行ったところ、エリートバ

ドミントン選手の脚筋力は、その他の

21種目のスポーツと比較して３番目に

ランクされた（4）。

経験的な証拠およびバドミントンの

筋力要求に関する限られた研究に基づ

くと、バドミントンにはウェイトトレ

ーニング、特に脚部のトレーニングが

重要であることが分かる。年間のトレ

ーニングを通じて、次の４つの推奨さ

れるトレーニング期は、プログラムに

取り入れることができる。

１．全身のコンディショニング

２．筋力トレーニング

３．スピード持久力トレーニング

４．体力維持のためのトレーニング

それぞれのトレーニング期に費やす

時間は、各選手のニーズとコーチのト

レーニング方針によって変わる。表５

は多くの中国チームが用いているスピ

ード持久力プログラムの例である。こ

のプログラムは、維持の目的で週1～2

回行われる筋力トレーニングと組み合

わせて行われる。

コンディショニング

ある研究によると、バドミントンの

試合における各得点間の平均運動時間

は5.1秒で、その後9.3秒の休息時間が

あることが明らかになっている（1）。

Dochertyは、低、中、高、各レベルの

選手の運動時間が、それぞれ4.9秒、4.2

秒、4.9秒であることを明らかにした

（2）。最新の研究以来、プレーのレベル

自体がさらに向上しているため、今日

の運動時間はエリート選手で平均７～

10秒の間である。しかしこの平均値は、

技術レベルと試合の戦術によって変化

する。バドミントンの試合は、短く爆

発的な動作の連続であり、得点毎の運

動時間は２～60秒で、それに続いて5

～10秒の休息時間がある。この種類の

活動では、主としてATP-PC / 乳酸エ

ネルギー機構が使われる。しかしゲー

ムはそれぞれ最高30分まで続き、試合

終了まで２時間を要することもあるた

SPORTS PERFORMANCE SERIES

上腕二頭筋 短縮性 肘関節の屈曲

上腕筋 短縮性 肘関節の屈曲

大胸筋 短縮性 肩の伸展

三角筋 短縮性 肩の伸展

広背筋 短縮性 肩の伸展

大円筋 短縮性 肩の伸展

表3 コンタクト局面で用いられる主要筋群

筋活動 作用

上半身の筋群（ラケット側）

上半身の筋群（ラケットと反対側）

広背筋 短縮性 肩の伸展と内旋

大胸筋 短縮性 肩の伸展と内旋

棘下筋 短縮性 肩の伸展と内旋

大円筋 短縮性 肩の伸展と内旋

三角筋（前部） 短縮性 肩の伸展と内旋

上腕三頭筋 短縮性 肘関節の伸展

円回内筋 短縮性 前腕の回内

方形回内筋 短縮性 前腕の回内

右の外腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

左の内腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

腹直筋 短縮性 体幹の屈曲

体幹の筋群
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め、酸化（O2）機構に対する要求も相当

大きい。

オールイングランドやトーマスカッ

プの優勝者を含む、トップレベルの中

国選手に関する研究では、男子選手の

V
・

O2maxは63.4（±4.0）ml/kg/minで、

女子選手では53.3（±3.6）ml/kg/minで

あった。一方、別の研究では、9名の国

際レベルの男子選手のV
・

O2maxは59.4

（±3.7）ml/kg/minで、９名の女子選手

のV
・

O2maxは、53.3（±3.6）ml/kg/min

であった（5）。

限られた研究および経験的な証拠に

基づくと、バドミントンは高レベルの

無酸素性と有酸素性の体力が必要な競

技である。従って、バドミントンのた

めのコンディショニングプログラムは、

漸進的なパターンを用いて有酸素性基

礎体力から始まり、有酸素性エネルギ

ー機構の向上へと進み、最後に乳酸系

のスピードとアジリティの運動で終わ

るように作成すべきである。それぞれ

のトレーニング期間に使われる時間は、

指導方針と選手のニーズによって変化

する。

コンディショニングプログラムを始

めるときは、まず開始時の体力を判定

するための一連のテストを行う。テス

トは、必要に応じて単純なテストも複

雑なテストも用いることができる（シャ

トルランまたは乳酸濃度を測定するた

めのコートでのバドミントンテスト）。

テストでは、有酸素性パワーと無酸素

性パワーの両方を測定することが推奨

される。体力レベルを測定したら、４

～８週間の目標を設定する。有酸素性

トレーニングは、開始時のレベルに応

じて、10～20％ずつ漸増させる。有酸

素性体力レベルが劣る選手の場合は、

向上を図るためにより多くの時間を割

くことが必要になるだろう。

有酸素性トレーニングプログラムを

始めるときは、最大心拍数の65～75%

の強度で、一定速度の長距離ランニン

グを１週間に３～５回行うことから始

めるとよい。４～６週間経過したら、

無酸素性トレーニングに備えて、最大

心拍数の70～85%の高強度の短距離

走を徐々に増加させる。表６は、この

種類のトレーニング例を示している。

有酸素性と無酸素性のトレーニング

を組み合わせる方法として、中国人選

手の間でよく行われている、バドミン

トンに特異的なファルトレクトレーニ

ングがある。これは、スプリント、ラ

ンジ、ジョグ、ジャンプおよび側方動

作を組み合わせて２～３マイル（３～５

km）実施する。大半の動作は、コート

上でのストロークや動作を模倣してい

る。

十分な有酸素性基礎体力が備わった

ら、コンディショニングプログラムに

無酸素性エネルギー機構のトレーニン

グを取り入れることが可能となる。ま

腓腹筋 伸張性 足／足関節の背屈

ヒラメ筋 伸張性 足／足関節の背屈

大腿四頭筋 伸張性 膝関節の屈曲

大殿筋 伸張性 股関節の屈曲

ハムストリングス 伸張性 股関節の屈曲

表4 フォロースルー局面で用いられる主要筋群

筋活動 作用

上半身の筋群（ラケット側）

下半身の筋群（ラケットと反対側）

広背筋 短縮性 肩の伸展と斜め内転

大胸筋 短縮性 肩の伸展と斜め内転

棘下筋 短縮性 肩の伸展と内側内転

大円筋 短縮性 肩の伸展と内側内転

三角筋(前部) 短縮性 肩の伸展と斜め内転

上腕二頭筋 短縮性 肘関節の屈曲

上腕筋 短縮性 肘関節の屈曲

円回内筋 短縮性 前腕の回内

方形回内筋 短縮性 前腕の回内

手指と手関節の屈筋群 短縮性 手と手首の屈曲

腸骨筋 短縮性 股関節の屈曲

大腰筋 短縮性 股関節の屈曲

大腿直筋 短縮性 股関節の屈曲

下半身の筋群（ラケット側）

右の外腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

左の内腹斜筋 短縮性 体幹の回旋

腹直筋 短縮性 体幹の屈曲

体幹の筋群
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ず最大心拍数の85～95%で、200～

400mのクオリティランニングから開始

する。スプリント毎に、スプリントの

２倍の長さの積極的休息（ジョッギン

グ／ウォーキング）を取る（75秒のスプ

リントであれば、休息時間を２分30秒

取る）。その後、次第にスプリントの回

数を増やし、休息時間を減らす。例え

ば、60秒の休息で30秒コートスプリン

トから開始し、30秒の運動と30秒の休

息に漸進し、最終的には60秒の運動、

30秒の休息まで進む。

無酸素性トレーニングは、アスリー

トの体力レベルとトレーニング期間に

よって週に２～４回まで行う。絶えず

異なるトレーニング刺激を与え、選手

が退屈しないようにランニング、スキ

ップ、コートスプリントおよびゴース

ティングドリルの中でワークアウトを

頻繁に取り替えて実施する。無酸素性

体力の優れた測定法は、クラブ選手の

場合、75秒の休息を取って70～75秒

の400mスプリントを６本行うことで

あり、国際レベルの選手では、同じ運

動休息比で400mスプリントを８本行

うことである。表７は、この種類のト

レーニングの例を示している。

柔軟性

バドミントンのためには、年間を通

して総合的なプログラムに全身の柔軟

性プログラムを取り入れるべきであり、

股関節、肩、および脊椎の柔軟性エク

SPORTS PERFORMANCE SERIES

図7 フォロースルー局面

三角筋

前鋸筋

大腿四頭筋

腓腹筋

ヒラメ筋
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ササイズに特に重点を置く必要がある。

シャトルを取ろうとするとき、時には

肩や脊椎を過伸展させたり、通常とは

異なる姿勢を取ったりする場合がある

ため、可動域を十分に広げておかない

と傷害が発生する恐れがある。

静的ストレッチ、バリスティックス

トレッチ、およびPNFによる柔軟性エ

クササイズを組み合わせて実施するこ

とが推奨される。試合期以外にはPNF

と静的ストレッチを、試合期にはバリ

スティックストレッチに重点を置く。バ

リスティックストレッチは、資格を有

する指導者の下で極めて慎重に行うべ

きであり、初心者には勧められない。

アジリティ

あらゆる方向に素早く反応する能力

は、バドミントン選手として成功する

ために最も重要な特性のひとつである。

アジリティと相手選手のショットに対

するリアクションは、実際の運動とし

ては、ランジ、ジャンプ、ツイスト、素

早い方向転換、様々な姿勢で打つショ

ットなどに分けられる。表８は、アジ

リティとリアクションのためのドリル

の例を示している。◆

information

【受講料】 NSCAジャパン会員：6,300円　一般：12,600円　一般学生：7,500円 
 ・開催の2カ月前より受付を開始します。申し込み後1週間以内に受講料をNSCAジャパンまでお振込みください。 

  6/29（日） 9：30 　～16：30
谷ノ口昭太郎（CSCS，NSCA-CPT） 
河野　儀久（CSCS，NSCA-CPT） 

0.6（A） 

・九州地域ディレクターセミナー（定員20名） 
　＜午前＞ 講義：S&C専門職の可能性 
　～運動指導に対する社会的ニーズの高まりとS&C専門職の役割～ 
　＜午後＞ 実技：ジュニアアスリートのためのスピード＆アジリティトレーニング 
　～こどもの発育・発達からみたプログラムの実践～"   
　場所：県民総合運動公園　陸上競技場KKWING 
　　　　（熊本県熊本市平山町2972）  

内容等は変更となる場合があります。最新の情報はウェブサイトをご確認ください 

講習会名・内容・開催地 日　程 時　間 講　師 CEU数 

＊この他の地域ディレクターセミナーについては、レベルⅠ講習スケジュール（69ページ）をご参照ください。 

NSCAジャパン地域ディレクターセミナースケジュール
Category A

CEU
0.6

CEU
0.6

表5 バドミントンのための
スピード持久力トレーニングプログラム

エクササイズ

1．フットワーク（バーを使って）

2．フレンンチカール

3．ジャンプスクワット

4．ハイパーエクステンション

5．ダンベルラケット・ワーク

6．シットアップ

7．リバースカール

8．ジャーク

9．リストカ－ル（回外）

10．ベンチプレス

プログラムの種類 サーキット

強度 30-40％

セット数／ 3セット／
レップ数 30～40レップ

継続期間 4～8週間

頻度 2～3回/週

休息時間 エクササイズ間15～30秒
サーキット間1～2分

表6 バドミントンのための有酸素性コンディショニングプログラム

エクササイズの種類 レップ数 強度 休息時間

第1週

1．3マイル（5km） 1 65-75% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

2．5マイル（8km） 1 65-75% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

3．3マイル（5km） 1 65-75% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

4．4マイル（6.5km） 1 65-75% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

第8週

1．3マイル（5km）ファルトレク 1 70-80% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

2．800m 6 80-85% max. H.R. 3分ジョグ

3．4マイル（6.5km）ファルトレク 1 70-80% max. H.R. 8分ジョグ／ウォーク

4．600m 8 80-85% max. H.R. 2分ジョグ

NSCA ジャパン 事務局
Tel: 03-3452-1684   http://www.nsca-japan.or.jp



特異的なフットワーク
30分間、スピードを変えながら、異なる特異的なフットワークで30mを往復する

1．オルタネイト･シャッセステップ

2．左へ30ｍサイドシャッフル、続いて右へ

3．サイドシャッフル・ステップ、続いてサイドランジ
(スマッシュを側方からレシーブするため)

4．片側へのペルビスターン

5．オルタネイト･シャッセステップ、続いて45度方向へランジ
(ネットからのドロップショットをレシーブするため)

1．400ｍ 1 4 85-95% max. H.R. 90秒　ジョグ

100ｍ 1 6 85-95% max. H.R. 60秒　ジョグ

2．コートスプリント 1 10 95-100% max. H.R. 60秒ウォーク

3．ゴースティングドリル 1 12 95-100% max. H.R. 45秒ウォーク
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information

カテゴリーE（実技）講習会スケジュール

2005年の資格認定者を対象としたカテゴリーE（実技）講習会を以下の日程で実施します。
2008年はあと4回のみの開催となりますので、ご注意ください。

日　付 地区・会場（定員） ★スケジュール変更の可能性あり

6月15日（日） 東京・ウイダー・トレーニングラボ （30名）

6月22日（日） 東海・愛知東邦大学 （20名）

8月 3日（日） 関西・ウイダー・トレーニングラボOSAKA
（20名）

10月26日（日） 東京・ウイダー・トレーニングラボ （30名）

Category A, E

CEU
0.70.7～1.01.0
CEU
0.7～1.0

●必ず受講しなければならない方：2005年のNSCA認定資格取得者で、こ
れまでにカテゴリーE講習会を未受講の方。

● 参 加 費：3,150円（税込） ● CEU：1.0

● 時間：9：00～17：00

●お申し込み方法：電話にて事務局までご予約ください。開催日の２カ月前
より受け付け開始します。

※必ず受講しなければならない方を最優先で受け付けています。すでに１度
受講されている方が再受講を希望される場合は、開催日1週間前より空席
受付となり、CEU付与は0.7（カテゴリーA）となります。

※スケジュールは変更の可能性があります。変更の際は、協会誌およびウェ
ブサイトでご案内します。

※詳細はウェブサイトをご参照ください。

2008年

表7 バドミントンのための無酸素性トレーニングプログラム

エクササイズの種類 セット数 レップ数 強度 休息時間

表8 バドミントンのためのアジリティとリアクションドリル

コンビネーションフットワーク
ウォームアップ中はゆっくりと、その後素早い動作で行う

例： 1．ペルビスターン(左右へ45度)

2．ハイニー

3．ペルビスターンを伴うハイニー

4．前方後方フットシャッフル

5．オルタネイトジャンプ、ランジ

From NSCA Journal
Volume 13, Number 4, pages 6-13, 87-89.
1991.
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