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投てき選手は、高い専門技能を有す

るアスリートである。彼らの実施する

年間トレーニングプログラムにおいて

は、我々が知っているいかなるスポー

ツ競技にも匹敵する高い技術レベルが

要求される。年間プログラムのある時

期には、一流のウェイトリフターやパ

ワーリフターと同様のウェイトトレー

ニングを行う。ランニングエクササイ

ズは、スプリンターのトレーニングと

見紛うほどである。しかも、投てきテ

クニックの練習と完成には、格別の熱

意と鋭敏な神経が要求される。

国際レベルの円盤投げの選手は、ス

ピードばかりでなく、パワー、筋力、柔

軟性、敏捷性のいずれも優れている。従

って、円盤投げに必要なトレーニング

は、多面的にバランスのとれた方法で

行わなければならない。この点に留意

しつつ、実際の投動作に最も効果を及

ぼしやすい活動を選択することが重要

である。

取り入れるトレーニングを理解する

ためには、円盤投げ自体を理解しなけ

ればならない。まず円盤には、回転力

と直線力の２つの力が作用することを

理解しておこう。回転力は、選手が

１＋３/４回転ターンして投げることに

よって生じる。直線力は、このターン

中に、選手がサークルの後方から前方

へ移動することによって生じる。ここ

では、投動作をワインドアップ、スプ

リント、パワーポジション、そしてリ

リースの４局面に分けて考える。

スタート（ワインドアップ）

ワインドアップ、すなわち投てきの

最初の動作は、円盤を予め数回スイン

グさせることから始まる。リズミカル

図1 スタート（ワインドアップ）
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に十分な弾みをつけることにより、最

も伸張される位置まで腕を伸ばすこと

ができる。それによって円盤は、投動

作の開始からリリースまでに最長距離

を移動することになる（円盤に力を及ぼ

す時間が長くなれば、円盤はより遠く

まで飛ぶ）。円盤の重量は、体幹の回旋

筋（肋間筋、内腹斜筋、外腹斜筋）に回

転モーメントを与える（ねじる）。また

円盤の重量により、胸筋、三角筋、肩

甲帯周辺の筋群、弛緩した投てき腕の

屈筋群が伸展した状態になる。下半身

の大筋群は、投動作を始めるために屈

曲させる。ふくらはぎの筋群によって

足関節の底屈を保持し、母趾球が常に

投てきを行うサーフェスと接するよう

にする。これによって、両脚の母趾球

を軸にして回転できる。背部をわずか

にアーチ状にするために、脊柱起立筋

を活動させる。この姿勢は、肩を水平

に保つことに役立つ。選手は、すべて

の動作を下半身から始めることによっ

て、この回転モーメントのついた姿勢

をできるだけ長く保持するよう努める。

スプリント

殿部を左に向け母趾球を軸に回転す

ることで、体重を左脚に移す。左足を

軸に回転を続け、サークルの中央へ勢

いよく踏み出す位置にきたら、左脚の

伸筋群（殿筋、大腿四頭筋、ふくらはぎ

の筋）を使って、中央まで勢いよく前

進、すなわちスプリントする。左脚が

伸展すると同時に、右脚の屈筋群によ

って右膝がサークルの中央に向かって

押し出され、スプリントが完了する。

パワーポジション

ステップを踏む要領で、曲げた右脚

をサークルの中央に下ろす。足関節の

底屈によって、右足の母趾球上で回転

を続ける。回転モーメントを維持する

ためには、股関節の動きが上半身より

先行する必要があるが、この動きは中

央に着地する前に右足を内側に向ける

ことによって促進される。サークルの

後方から左脚を離すときの動作が適切

であれば、右足は回転を続け、左脚は

右足の位置を超えて、サークルの前方

まで真っ直ぐに移動するはずである。体

重は主に屈曲した右脚にかかっている

が、両足関節の底屈により母趾球で身

体を支えている。選手は投げる方向と

は逆を向いており、上半身と股関節と

円盤には右への回転モーメントが加わ

っている。この時点でパワーポジショ

ンが完了し、リリースの準備が整う。

リリース

パワーポジションから右足を軸にさ

らに回転を続ける。股関節屈筋、殿筋、

および右脚伸筋群の強力な活動によっ

て、股関節が前方上向きに押し出され

る。この非常に力強い股関節の動きは、

真っ直ぐに伸ばされている左脚に向か

い、投げる右肩や右腕よりも先に進む

ために、さらに大きな回転モーメント

を生む。体幹の筋群と右肩および右腕

の筋群は、このとき大きく伸張された

状態である。強力な底屈、股関節の伸

展、右脚の軽い伸展により、骨盤は上

前方に回転を続け、投げる方向を向く。

その結果、上半身の「ねじれ」が解け

始めるまでにわずかなタイミングのズ

レが生じて、パワーが体幹を通して下

半身から上半身へ、さらに円盤へと順

次伝わる。左脚の支えと左腕のブロッ

クで左半身の動きを制御することで、右

半身にスピードがつき、「ねじれ」を解

く動作が完了する。円盤を持った腕は

図2 スプリント
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22°の平面上を移動し、時計回りの回

転をつけて人差し指から円盤を振り切

るとリリースが完了する。

秋期トレーニング：9～11月

投てきに関連したトレーニングは、短

い休養期間をとった後、おそらく９月

には始まるはずである。この秋期トレ

ーニングは、通常のエクササイズプロ

グラムに復帰するための移行期である。

従って、スイミング、ラケットボール、

バスケットボール、ジョギング、エア

ロビックダンスなどの活動を取り入れ

た、積極的回復の期間とすべきである。

この期間中は、リフティングにはあま

り重点を置かず、週３回の低強度のリ

フティングエクササイズを行う。週３

回のトレーニングとしては、低強度の

クステンション／カール（３×12）、トウ
レイズ（４×15～20）
・火曜
サイクリング：約32km（20マイル）各自
のペースで
ストレッチング
ゴルフ（18ホール）
・水曜
ジョギング：約3km（２マイル）のウォー
ムアップ
ストレッチング
リフティング：低強度のパワークリーン
またはパワースナッチ（６×６）、ベンチ
プレス（５×10）、インクラインプレス
（５×10）、アブドミナルエクササイズ
・木曜

1500mジョギング
ストレッチング
投てき：20～25投
ラケットボール
・金曜

800mジョギング
ストレッチング
ウェイトトレーニング・サーキット：ス
クワット（３×10）、パワークリーンまた
はスナッチ（３×６）、ベンチプレス（３×
10）、ビハインド・ザ・ネック・プレス
（３×10）、ラテラルプル（３×８）、レッ
グエクステンション（３×10）、レッグカ
ール（３× l0）、トライセップスエクステ
ンション（３×10）、バイセップスエクサ
サイズ（３×10）、アブドミナルエクササ
イズ（３×20）
スイミング：ウォームダウンとして10～
30分
・土曜
休息
・冬期トレーニング：11～1月
冬期トレーニングの目的は、若干のダ
イナミックエクササイズ（プライオメトリ
クス）を取り入れて、総合的な筋力（遅い
動作）と爆発的パワー（速い動作）を向上
させることである。この期間の主要目標
は筋力の向上であるため、投てきは二次
的な課題となる。

冬期の週間トレーニング例
・日曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～35投

下半身エクササイズを１回（スクワット、

レッグエクステンション、レッグカー

ル、トウレイズ、レッグプレス）、プル

動作を含む上半身の基本的なエクササ

イズを１回（ベンチプレス、インクライ

ンプレス、パワークリーン、またはパ

ワースナッチ）、そして上半身、下半身、

（爆発的な）プルエクササイズを組み合

わせたサーキットトレーニングを1回行

えば十分である。

秋期の週間トレーニング例
・日曜
低強度の投てき：25～50投
・月曜
スイミング：30分
柔軟性運動：20分
リフティング：低強度のスクワット（５×
10）、レッグプレス（３×10）、レッグエ

図3 パワーポジション
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ストライド：８×60m

プライオメトリクス
・月曜
ウォームアップ（ジョギング、エクササイ
ズバイク、柔軟体操）
ストレッチング
高強度のリフティング：パワークリーン
（ウォームアップ）（５×５）、スナッチハ
イプル（４×５）、ベンチプレス（５×５）、
インクラインプレス（５×５）、ダンベルプ
レス（３×８）、アブドミナルエクササイズ
（ウェイティッド・シットアップ、ロシア
ンツイスト*） *NSCA Journal, Vol.5, No.5, p.32

・火曜
ウォームアップ
ストレッチング
高強度のリフティング：スクワット（ウォ
ームアップ）（５×５）、レッグエクステン
ションおよびレッグカール（３×12）、カ
ーフエクササイズ（トウレイズ）（４×15

～20）、ラテラルプル（３×８）、シーティ
ッドロウ（３×８）
800mジョギング
ストレッチング
・水曜

1500mジョギング
ストレッチング
投てき：25～35投
ストライド：６×100m

アブドミナルエクササイズ
・木曜
ウォームアップ
ストレッチング
低～中程度の強度のリフティング：パワ
ースナッチ（ウォームアップ）（５×５）、
ベンチプレス（ウォームアップ）（５×５）、
インクラインプレス（ウォームアップ）
（５×５）、ダンベルプレス（３×８）、プ
ライオメトリクス（バウンド、ジャンプな
どを軽めに）
・金曜
ウォームアップ
ストレッチング
低強度のリフティング：スクワット（５×
５）、レッグエクステンションとレッグカ
ール（３×12）、カーフエクササイズ（４×
15～20）、アブドミナルエクササイズ
ストライド（６×100m）
ストレッチング
・土曜
休息

・試合期直前のトレーニング：２～３月
冬期トレーニングが適切に実施されれ
ば、投てき選手は、試合期を通して必要
とされる重要な基礎筋力を獲得できる。試
合期直前のこの期間は、冬期トレーニン
グから試合期への移行期である。移行期
の初めはリフティングに重点を置き、終
盤にかけて投てきに重点を移す。

試合期直前、半ばのトレーニング例
・日曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：30～50投（またはそれ以上）
ストライド：４×200m、４×110m

・月曜
ウォームアップ
ストレッチング
投てき：15～20投
中～高強度のリフティング：パワークリ
ーン（３×５）（２×３）、ベンチプレス
（３×５）（２×３）、インクラインプレス
（３×５）（２×３）、アブドミナルエクサ
サイズ
・火曜

800mジョギング
ストレッチング
中程度の強度のリフティング：スクワッ
ト（３×５）（２×３）、レッグエクステン
ション―レッグカール（３×10）、カーフ
ワーク（３×10）、ストレッチング
・水曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：30～50投
ストライド：８×100m

アブドミナルエクササイズ
・木曜
ウォームアップ
ストレッチング
低強度のリフティング：パワースナッチ
（３×５）（２×３）、ベンチプレス（３×
５）（２×３）、ダンベルプレス（３×８）、
ストレッチング
・金曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～35投
ストライド：４×200m

スプリント：６×30m

低強度のリフティング：スクワット（３×

５）（２×３）、レッグエクステンション―
レッグカール（３×８）、ストレッチング
・土曜
休息
・試合期のトレーニング
試合期には、あくまでも投てきに重点
を置かなければならないが、筋力を維持
するためのエクササイズを毎週２回行う。
この期間の有効な目安として、前日のリ
フティングの疲労感が残っているようで
あれば、オーバートレーニングの恐れが
ある。この期間のリフティングは、決し
て投てきに悪影響を及ぼしてはならない。
・土曜
ミーティング
・日曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～50投
中～高強度のリフティング：パワースナ
ッチ（ウォームアップ）（５×３）、ベンチ
プレス（ウォームアップ）（５×３）、スク
ワット（ウォームアップ）（５×３）
・月曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～50投
ストライド：４×200m、４×100m

・火曜
800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～50投
スイミング：800m（軽め）
・水曜

800mジョギング
ストレッチング
低強度のリフティング：パワークリーン
（５×３）、インクラインプレス（５×３）、
アブドミナルエクササイズ
・木曜

800mジョギング
ストレッチング
投てき：25～50投
ストライド：８×100m、４×60m

・金曜
800mジョギング
休息または投てき：10～15投　◆
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