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男子体操の個人総合では、ゆか、あ

ん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の

６種目を行う。種目によって特性が異

なるため、個人総合の競技中は身体の

あらゆる動作を駆使する。体操選手と

して成功するためには、優れたストレ

ングス、パワー、柔軟性、筋持久力、

バランス、アジリティを備えているだ

けでなく、これらを組み合わせて滑ら

かで優美なパフォーマンスに仕上げる

能力が求められる。

アイアンクロスの実践

つり輪でのストレングス動作は、腕

を真っ直ぐに伸ばした支持の状態から

身体の位置を下げ、両腕を床と平行に

真っ直ぐ伸ばした姿勢で静止しなけれ

ばならず、長年、物理的に不可能だと

考えられていた。十字懸垂と呼ばれる

この難度の高い技は、選手やコーチら

の挑戦意欲を奮い立たせてきた。また、

体操への関心が高まるにつれ、選手の

能力も向上した。より効果的なコンデ

ィショニング法が導入され技術が向上

することで、トレーニング計画に筋力

強化が取り入れられるようになった。や

がて、これらの努力の成果が現れ始め，

かつて不可能と考えられたストレング

ス動作が完成され、実践されるように

なった。筋力とコンディションが向上

した体操選手らは、十字懸垂（現在は

「アイアンクロス」と呼ばれる）をマス

ターしただけでなく、L字姿勢でのクロ

スやクォーターターンでのクロス、逆

クロス、深い握り（false grip）でのクロ

スも習得した。

アイアンクロスはストレングス動作

のひとつと考えられ、競技では2秒以

上姿勢を保持しなければならない。し

かし、Arizona State Universityの男子

体操コーチ、Don Robinsonは、彼が指

導する選手らは「トレーニングでは約

20秒間姿勢を保持する」と述べている

（6）。選手は、支持またはスウィングの

動作から十字の姿勢へ移る際、腕を真

っ直ぐに伸ばした状態で身体の位置を

上げたり、下げたりする。いかなる十

字の姿勢をとる時も、特に肩甲上腕関

節周囲の筋の筋力とコントロールが必

要になる。上体の姿勢は固定されるた

め、腕を真っ直ぐ伸ばした状態でフィ

ニッシュの姿勢をとるのが理想的であ

り、肩甲上腕関節が全体的な動作の支

点となる。

図１に示す通り、リングを握った状

態での選手の姿勢にかかわらず、静的

状態で身体にかかる正味の力は一定で

ある（2,6）。フォースアームの長さ（肩

甲上腕関節から活動する筋の付着部位

までの距離）に対するレジスタンスアー

ムの相対的な長さ（肩甲上腕関節から各

リングのグリップポイントまでの距離）

の変化は、アイアンクロスに必要な力

が増加することによるものである（図

２）。フィニッシュの姿勢でリングにか

けた両手を上に引っ張ろうとする力と

拮抗するには、体重の2.5～3.5倍に相

当する下への力が必要となる（選手の腕

が長いほど強い筋力が必要）。これが、

この動作をアイアンクロスと呼ぶ理由

である。

これまでの計算（5）では、主要な筋
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である肩の内転筋と肩前部の回旋筋の

付着部位ではなく、リングにかかる力

を測定していたため、必要とされる筋

力を過小に見積もっていた。肩の屈筋

と伸展筋、外転筋が共収縮（co-con-

traction）することにより、関節に保護

的な圧縮力がかかる。また、肩回旋筋

のほか、肘関節の伸展と回内、握りで

使用する筋も、必要以上にロープを動

かすことなく動作を完成させるために

不可欠である。滑らかなシルエットを

描き、つま先をピンと伸ばして芸術点

で審査員の高評価を得るには、腹部と

股関節の伸筋、足関節底屈筋群を上手

に使うことが必要である。

運動学的分析

ストレートアームの支持から身体の

位置を下げてアイアンクロスを行う際

に使用する筋群（1）の分析を行う。動

員する筋力を計算するための具体的な

計算方法のコピーが必要な場合は著者

に連絡すること。

スタートポジション（図3）：頭部を真っ

直ぐに立てる（僧帽筋部、頭半棘筋、

頭・頚板状筋、頚最長筋、椎骨間筋）。

両腕を身体に引き寄せて内転させる

（大胸筋、広背筋、前・後三角筋）。肘

を伸展させる（上腕三頭筋、肘筋）。前

腕を回内させる（円回内筋、方形回内

筋、腕橈骨筋）。

手関節はニュートラル（橈側手根屈筋

と長掌筋、尺側手根屈筋の長橈側手根

伸筋と短橈側手根伸筋、尺側手根伸筋

との共収縮）にする。手は握った状態に

する。その際、すべての指（上指屈筋、

深指屈筋および小指屈筋）を曲げ、親指

を他の指と向かい合わせにし（母指内転

図1 静的状態でアスリートにかかる力
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筋、母指対立筋）、手のひらを安定させ

る（虫様筋、骨間筋）。

体幹は真っ直ぐに立てる（腹直筋と大

殿筋、大腿二頭筋の長頭を収縮させ、

自然な状態で腰椎伸筋と股関節屈筋が

優勢なために起こる安静時の過度な脊

柱前弯を克服する）。

膝関節は伸ばす（内側広筋、中間広筋

および外側広筋）。足は足底屈にする

（腓腹筋、ヒラメ筋、後脛骨筋、足底

筋）。つま先はピンと伸ばす（長指屈筋、

短指屈筋、母指屈筋、虫様筋、骨間

筋）。

下降（図4）：頭部と肘、グリップ、体幹、

膝、足、つま先は同じポジションを維

持する。上腕は前方に回転させる（小胸

筋）。これにより、腕のポジションが変

わっても、肘と前腕、グリップは安定

したポジションを維持する。

両腕は重力によって外転させられる。

肩と腕の内転筋は遠心性収縮を行い、

ゆっくりとスムーズに身体の位置を下

げられるようにする（大胸筋、大円筋、

広背筋、上腕三頭筋の長頭、菱形筋お

よび僧帽筋中部）。

重力に逆らってニュートラルなポジ

ションを維持するために、手関節屈筋

群が徐々に伸筋の活動より優位になる

（橈側手根屈筋、尺側手根屈筋、長母指

屈筋、長掌筋）。

フィニッシュポジション：競技では、フ

ィニッシュポジションを２秒以上維持

しなければならない。頭部、体幹、肘、

前腕、グリップおよび下肢は同じポジ

ションを維持する。両腕は肩関節で外

転させる。重力によって身体の位置が

さらに下がるのを防ぐため、肩回旋筋

と腕内転筋、手関節屈筋は等尺性収縮

を行わなければならない。

フィニッシュでは、上腕二頭筋の長

頭と上腕三頭筋、前・後三角筋、僧帽

筋上部が僧帽筋下部と広背筋、僧帽筋

中部、菱形筋、前鋸筋下部繊維と共縮

し、肩関節を安定させるための圧縮力

が最も大きくなる。

これほど大きな筋力発揮を要するエ

図2 アイアンクロスの開始姿勢と終了姿勢におけるアスリートのネットレジスタンスレバーアーム長とネットフォースレバーアーム長の比較

肩甲上腕関節

筋に力が掛かる
ポイント

筋に力が掛かる
ポイント

0.331
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クササイズでは、肩甲体にあるどんな

に小さな筋であっても、技を成功させ

る上で何らかの役割を果たす。また、一

見して上半身のエクササイズのようで

も、全身の筋を動員しなければ、審査

員の高評価を得られるような芸術的な

技を決めることはできない。

レジスタンストレーニングプログラム

の応用

個人総合は内容が複雑なため、筋力

とパワーを向上させ、それをパフォー

マンスに応用したいと考える選手は、

様々な筋力強化のエクササイズを行う

べきである。プログラムを計画する場

合、コーチや選手は特異性の原理を踏

まえ、次のガイドラインに準拠するこ

とが望ましい。

――競技者は主な筋群をほぼすべて使

用するため、主な筋群すべてを強化す

るプログラムを構成するのがよいと考

えられる。

――跳馬とゆかにおいて、下半身の主

な役割は，静的な筋力よりも爆発的な

パワーを生み出すことである。静的筋

力の動作を軽視することなく、パワー

出力を最適化できるように考慮すべき

である。

――体操選手の股関節屈筋群は、他の

競技よりも広い可動域で収縮し、長時

間にわたって等尺性収縮している場合

が多い。この筋群に十分な注意を向け

ることが必要である。

――上体は脊椎の屈曲と体幹の回転動

作が多い。腰部と腹部の筋群を強化す

れば、この部位の能力向上につながる。

――競技中、上半身は静的と動的、両

方の動作を行うことが多いため、上半

身のトレーニングでは両タイプの動作

に注意すべきである。

――ストレングスプログラムと同様、拮
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抗筋の間でバランスがとれるように動

作を行うべきである。

ある競技会を目標にコンディション

のピークを調整する男子体操選手には、

次のストレングスプログラムが推奨さ

れる。このプログラムは選手がシーズ

ン終了後に数週間の休暇をとるという

前提である。体操選手（特にクラブの選

手）の中には、認定コーチの指導を受け

る機会がないため、パワークリーンや

スナッチなどのテクニカルリフトの代

わりに、ダンベルやスクワットジャン

プなどのパワーエクササイズを行って

きた選手も多い。

主なトレーニング段階

基本：この段階は、ピークパフォーマン

スの後、２～４週間を経て始まる。休

暇をとることで、選手は身体と精神を

休ませることができる。この時期は軽

めのウェイトを使い、体幹や回旋腱板

などの弱点を強化する。補足的なエク

ササイズをサーキットに取り入れ、全

体的なトレーニング時間を短縮する。大

抵の基本段階では、繰り返しの度合い

が高くなる。表１に基本段階のトレー

ニングプロトコルを示す。

ストレングス：この段階では、ストレン

グスの強化に重点が移る。コアエクサ

サイズのレップ数を１セット当たり５

レップに減らし、補足エクササイズを

１セット当たり10～８レップに減らす。

パワーにある程度重点を置くが、特定

のパワー動作ではなく、全身の筋力増

強が一番の目的である。全体のボリュ

ームは大きく、強度もやや高めである。

この段階で選手は練習を行うが、ワー

クアウトの時間とボリュームのレベル

は、これ以降のサイクルほど高くはな

い。表２にこのサイクルのプログラム

図4

三角筋

広背筋

前鋸筋

僧帽筋

上腕二頭筋

上腕三頭筋

大胸筋
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3日目

1．ウォームアップ

2．ベンチプレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

3．スクワット ＿×10 ＿×10 ＿×10

4．ウォーキングランジ ＿×10 ＿×10 ＿×10

5．プレス（ビハインドネック） ＿×10 ＿×10 ＿×10

6．サーキット：ウェイティッドディップ ＿×10 ＿×10 ＿×10

インクラインフライ ＿×10 ＿×10 ＿×10

プルアップ（ビハインドネック） ＿×10 ＿×10 ＿×10

レッグカール ＿×10 ＿×10 ＿×10

ダンベルフレンチプレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

レッグエクステンション ＿×10 ＿×10 ＿×10

ヒールレイズ ＿×10 ＿×10 ＿×10

7．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．インクラインベンチ ＿×10 ＿×10 ＿×10

3．ベンチプレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

4．チンアップ ＿×10 ＿×10 ＿×10

5．ダンベルミリタリープレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

6．サーキット：ダンベルフレンチプレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

フライ ＿×10 ＿×10 ＿×10

ラットプルダウン（トゥーチェスト） ＿×10 ＿×10 ＿×10

レッグカール ＿×10 ＿×10 ＿×10

ライイングトライセップエクステンション ＿×10 ＿×10 ＿×10

ヒップフレクション ＿×10 ＿×10 ＿×10

7．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．ベンチプレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

3．スクワット ＿×10 ＿×10 ＿×10

4．ミリタリープレス ＿×10 ＿×10 ＿×10

5．ウェイティッドディップ ＿×10 ＿×10 ＿×10

6．ランジ ＿×10 ＿×10 ＿×10

7．サーキット：ワイドグリッププルアップ ＿×10 ＿×10 ＿×10

インクラインフライ ＿×10 ＿×10 ＿×10

トライセッププッシュダウン ＿×10 ＿×10 ＿×10

ラットプルダウン（ビハインドネック） ＿×10 ＿×10 ＿×10

ヒールレイズ ＿×10 ＿×10 ＿×10

レッグエクステンション ＿×10 ＿×10 ＿×10

8．ストレッチ

表1 基本サイクル

ウォームアップ

1．スーパーセット： ウェイティッドクランチ 2×30

ハイパーエクステンション 2×10

2．スーパーセット： ストレートアームトルソローテーション 2×10

ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

3．肩のウォームアップ

4．ストレッチ

3日目

1．ウォームアップ

2．クローズグリップベンチ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．ベンチスクワット ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．ウェイティッドプルアップ（ビハインドネック） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．ウェイティッドディップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

6．サーキット：ウォーキングランジ ＿×8 ＿×8 ＿×8

インクラインフライ ＿×8 ＿×8 ＿×8

ヒップフレクション ＿×8 ＿×8 ＿×8

レッグカール ＿×8 ＿×8 ＿×8

レッグエクステンション ＿×8 ＿×8 ＿×8

ヒールレイズ ＿×8 ＿×8 ＿×8

7．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．インクラインベンチプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．レッグプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．ウェイティッドチンアップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．サーキット：ステップアップ ＿×8 ＿×8 ＿×8

アンダーハンドラットプルダウン ＿×8 ＿×8 ＿×8

ヒールレイズ ＿×8 ＿×8 ＿×8

ストレートアームプルオーバー ＿×8 ＿×8 ＿×8

レッグエクステンション ＿×8 ＿×8 ＿×8

レッグカール ＿×8 ＿×8 ＿×8

6. ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．ワイドグリップベンチプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．スクワット ＿×10＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．オルタネーティングウェイティッドプルアップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．ストレートバーフロントレイズ ＿×8 ＿×8 ＿×8

6．ウェイティッドディップ ＿×8 ＿×8 ＿×8

7．サーキット：ランジ ＿×3×8

フライ ＿×3×8

オルタネイティングラットプルダウン ＿×3×8

ヒップフレクション ＿×3×8

ヒールレイズ ＿×3×8

8．ストレッチ

表2 ストレングスサイクル（1回目）

ウォームアップ

1．スーパーセット： ウェイティッドツイスティングクランチ 2×30

スティフレッグプレートリフト 2×10

2．スーパーセット： ハンギングストレートレッグレイズ 2×15（左右各）

ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

3．肩のウォームアップ

4．ストレッチ



August/September 2008•Strength & Conditioning16

を示す。

ストレングスⅡ：年間計画のこの段階で、

体操の練習はさらに内容の濃いものに

なる。身体へのストレスが増大するた

め、選手はリフティングの強度を低下

させ、リサイクル（re-cycle）を行う必

要がある。例えば、第２サイクルの終

了時に１セット５レップで95kg（210ポ

ンド）のベンチプレスを行っていた選手

は、第３サイクルには１セット５レッ

プとして約82kg（180ポンド）から開始

する。さらに週毎にトップウェイトを

増やし、最終的にはレップ数を5レッ

プとして前のサイクルの95kg（210ポ

ンド）を超えるウェイトで行う。表３に

プログラムの例を示す。

ストレングス／パワー：年間計画のこの

段階では、季節に応じたエクササイズ

のボリュームが増え始める。チームや

ジム対抗の試合が始まり、練習時間も

長くなる。リフティングの全体的なボ

リュームを減らし、ウェイトルームで

のワークアウトも週２回に減らす。ウ

ェイトルームのエクササイズを減らす

代わりに、クロスプルや平行棒を利用

したハンドスタンドプッシュアップ、プ

ライオメトリクスなど、体操に特化し

たストレングスサーキットを増やす。こ

のサイクルでは、以前のサイクルより

もパワー動作に重点を置く。表４にこ

のサイクルのトレーニング計画を示す。

2日目

1．ウォームアップ

2．インクラインベンチプレス（肘を外に） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．レッグプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．プッシュプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．サーキット：ウォーキングランジ ＿×6 ＿×6 ＿×6

ウェイティッドオルタネーティングプルアップ ＿×6 ＿×6 ＿×6

プランジフライ ＿×6 ＿×6 ＿×6

レッグエクステンション ＿×6 ＿×6 ＿×6

6. サーキット：ダンベルスクワットジャンプ ＿×6 ＿×6 ＿×6

オルタネイティングラットプルダウン ＿×6 ＿×6 ＿×6

ヒールレイズ ＿×6 ＿×6 ＿×6

レッグカール ＿×6 ＿×6 ＿×6

7．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

2．ワイドグリップベンチプレス（肘を外に） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．オリンピックスタイルベンチスクワット ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．シーティッドオルタネイティングミリタリープレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．ウェイティッドディップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

6．サーキット：ダンベルスクワットジャンプ ＿×2×6

ストレートアームプルダウン ＿×2×6

レッグカール ＿×2×6

レッグエクステンション ＿×2×6

フライ（肘をほぼ直線に） ＿×2×6

ウェイティッドワイドグリッププルアップ ＿×2×6

ヒールレイズ ＿×2×6

7．ストレッチ

表3 ストレングスサイクル（2回目）

ウォームアップ

1．ジャンプロープ： 45秒間、3セット

2．スーパーセット： ハンギングウェイティッド・ベントレッグヒップフレクション 3×10

ベントレッグロシアンツイスト 3×20

ハイパーエクステンション 3×10

3．肩のウォームアップ 1×10

4．ベントオーバーラテラルレイズ 3×10

5．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．デプスジャンプ ＿×2×6

3．シングルレッグバウンディング ＿×2×8（左右各）

4．シングルレッグプレス ＿×6 ＿×6 ＿×6 ＿×6

5．シングルレッグカール ＿×6 ＿×6

6．ダンベルミリタリープレス ＿×6 ＿×6 ＿×4 ＿×4

7．プランジフライ ＿×6 ＿×6 ＿×6

8．プローンショルダーエクステンション ＿×6 ＿×6

9．オルタネイティングウェイティッドプルアップ ＿×6 ＿×6 ＿×6

10．サーキット：ヒールレイズ ＿×6 ＿×6 ＿×6

ウェイティッドチンアップ ＿×6 ＿×6 ＿×6

ヒップフレクション ＿×6 ＿×6 ＿×6

11．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．タックジャンプ ＿×8 ＿×8

3．プッシュプレス ＿×6 ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

4．オリンピックスタイルベンチスクワット ＿×6 ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

5．ウェイティッドディップ ＿×6 ＿×3 ＿×3 ＿×3

6．スパインショルダーアブダクションプレス ＿×10＿×10

7．ウェイティッドワイドグリッププルアップ ＿×6 ＿×6 ＿×6

8．サーキット：プランジフライ ＿×6 ＿×6 ＿×6

レッグエクステンション ＿×6 ＿×6 ＿×6

レッグカール ＿×6 ＿×6 ＿×6

ヒールレイズ ＿×6 ＿×6 ＿×6

9．ストレッチ

表4 ストレングス＆パワーサイクル

ウォームアップ

1．ジャンプロープ：1分間、2セット

2．サーキット： ハンギングウェイティッドストレートレッグレイズ 3×10

ベントレッグロシアンツイスト 3×20

ベントオーバーラテラルレイズ 3×10

3．肩のウォームアップ

4．ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

5．ストレッチ
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パワー：この段階ではシーズン初期の試

合が始まるが、まだ回数は少なく、試

合の間隔が空く場合も多い。練習の強

度が増し、試合が増えるに従い、ウェ

イトトレーニングの全体的なボリュー

ムを減らす。エクササイズの内容は、よ

り体操に特化したものにする。ストレ

ングスサーキットは継続して行い、コ

ーチらもそれを強く推奨し、サポート

すべきである。以前のサイクルよりも

軽いウェイトで主なリフトのレップ数

を増やし、関節に過剰なストレスがか

かるのを防ぐ。また、さらに多くのパ

ワー動作をトレーニングに取り入れる。

表５にプログラムの例を示す。

シーズン中：体操に特化した主なエクサ

サイズを選び、１セット５レップとし

て、以前のサイクルで得られた効果を

維持するように努める。補助的なエク

ササイズでは軽めのウェイトを使用し

て全体のボリュームを減らし、選手が

オーバートレーニングにならないよう

に注意すべきである。表６にこのサイ

クルのプログラム例を示す。

シーズン中：最後の３つのサイクルの目

的は、それ以前のサイクルで得られた

筋力レベルを維持して傷害を予防し、

メインの試合に合わせてパワーのレベ

ルを最大化することである。シーズン

中のサイクルのトレーニング例を表７

～９に示す。◆

SPORTS PERFORMANCE SERIES

2日目

1．ウォームアップ

2．プッシュプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．レッグプレス（素早く挙上） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．ウェイティッドディップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．サーキット：ダンベルプッシュプレス ＿×2×6

インクラインフライ ＿×2×6

オルタネイティングラットプルダウン ＿×2×6

レッグカール ＿×2×6

ウェイティッドプルアップ ＿×2×6

ヒールレイズ ＿×2×10

プローンショルダーエクステンション ＿×2×6

6．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．プッシュプレス（ビハインドネック） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．オリンピックスタイルベンチスクワット（素早く挙上） ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．ウェイティッドディップ ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．スパインショルダーアブダクションプレス ＿×8 ＿×8 ＿×8

6．サーキット：ウォーキングランジジャンプ ＿×2×6

ストレートアームプルオーバー ＿×2×6

プランジフライ ＿×2×6

ステップアップジャンプ ＿×2×6

レッグカール ＿×2×6

ヒールレイズ ＿×2×6

7．ストレッチ

表5 パワーサイクル

ウォームアップ

1．サーキット：ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

ハンギングウェイティッドストレートレッグレイズ 2×10

ハイパーエクステンション 2×10

ダンベルスクワットジャンプ 2×10

2．肩のウォームアップ

3．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．ダンベルミリタリープレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．スパインショルダーアブダクションプレス ＿×8 ＿×8 ＿×8 ＿×8

4．サーキット：レッグエクステンション ＿×2×8

プローンショルダーエクステンション ＿×2×8

レッグカール ＿×2×8

ウェイティッドチンアップ ＿×2×8

ヒールレイズ ＿×2×8

5．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．ミリタリープレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．プッシュプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．オリンピックスタイルベンチスクワット ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

5．サーキット：ウェイティッドディップ ＿×2×8

ウェイティッドプルアップ ＿×2×8

プランジフライ ＿×2×8

ヒールレイズ ＿×2×8

6．ストレッチ

表6 シーズン中サイクル（1回目）

ウォームアップ

1．サーキット：ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

ハンギングウェイティッドシザーキック 2×15

ダンベルスクワットジャンプ 2×10

2．肩のウォームアップ

3．ストレッチ
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2日目

1．ウォームアップ

2．スプリットジャーク ＿×6 ＿×6 ＿×6 ＿×6

3．ウェイティッドディップ ＿×6 ＿×6 ＿×6 ＿×6

4．サーキット：ウェイティッドチンアップ ＿×2×8

レッグカール ＿×2×8

レッグエクステンション ＿×2×8

インクラインフライ ＿×2×8

ヒールレイズ ＿×2×8

5．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．プッシュプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．ウェイティッドディップ ＿×5 ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．サーキット：レッグプレス ＿×2×8

スパインショルダーアブダクションプレス ＿×2×8

ウェイティッドプルアップ ＿×2×8

プランジフライ ＿×2×8

レッグカール ＿×2×8

5．ストレッチ

表7 シーズン中サイクル（2回目）

ウォームアップ

1．スーパーセット： ハンギングウェイティッドシザーキック 3×10

ベントオーバーラテラルレイズ 3×10

2．肩のウォームアップ

3．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．プレス（ビハインドネック） ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

3．ダンベルスクワットジャンプ ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．サーキット：ダンベルミリタリープレス ＿×2×8

オルタネイティングラットプルダウン ＿×2×8

レッグエクステンション ＿×2×8

ウェイティッドディップ ＿×2×8

レッグカール ＿×2×8

5．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．プッシュプレス ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

3．ウェイティッドディップ（ボトムで一時停止） ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

4．サーキット：トップハーフレッグプレス ＿×2×8

スパインショルダーアブダクションプレス ＿×2×8

ウェイティッドプルアップ（ビハインドネック） ＿×2×8

プランジフライ ＿×2×8

5. ストレッチ

表8 シーズン中サイクル（3回目）

ウォームアップ

1．スーパーセット： ハンギングウェイティッドパイクレイズ 2×10

ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

2．肩のウォームアップ

3．ストレッチ

2日目

1．ウォームアップ

2．トップハーフレッグプレス ＿×3 ＿×3 ＿×3 ＿×3

3．サーキット：フライ ＿×2×8

ダンベルフロントレイズ ＿×2×8

トライセッププッシュダウン ＿×2×8

ヒールレイズ ＿×2×8

5．ストレッチ

1日目

1．ウォームアップ

2．ダンベルプッシュプレス ＿×5 ＿×5 ＿×5

3．ウェイティッドディップ（ボトムで一時停止） ＿×5 ＿×5 ＿×5

4．サーキット：プルアップ ＿×2×8

レッグエクステンション ＿×2×8

レッグカール ＿×2×8

ダンベルミリタリープレス ＿×2×8

5．ストレッチ

表9 シーズン中サイクル（4回目）

ウォームアップ

1．スーパーセット： ハンギングウェイティッドパイクレイズ（スプリットレッグ、エキセントリック） 2×10

ベントオーバーラテラルレイズ 2×10

2．肩のウォームアップ

3．ストレッチ

表10 肩のウォームアップルーティン

1．フォワードアームサークル

2．バックワードアームサークル

3．フロントレイズ

4．ラテラルレイズ

5．ベントオーバーエクステンション

6．ベントオーバーラテラルレイズ

7．フルラテラルレイズ（スピネーションあり）

8．オルタネイティングミリタリープレス

9．肩のストレッチ

SPORTS PERFORMANCE SERIES


