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空手の回し蹴り
The karate roundhouse kick

Frederick L. Hobusch, 　PT
Assistant Coach, USA Wadu Ryu Karate Team 
Westwood Physical Therapy Clinic
Salt Lake City, Utah

　回し蹴りはさまざまな格闘技の試
合で広く利用されている。正しく応
用するには、熟練のスピードと技能
が要求される技であり、それが観客
と実践者の両方を魅了している。こ
の技は対戦者の様々な標的エリアに
応用でき、攻撃者の足の各部を使っ
たコンタクト（打撃）が可能である。
左右いずれの足でも蹴ることができ、
攻撃者（または対戦者）はキックが届
くように相手との距離を縮めること
もできる。本稿では、攻撃者が相手
との距離を縮めながら足の甲でコン
タクトを行い、後ろ脚を使って対戦
者の頭部に回し蹴りを加える方法を
説明する。
　空手実践者向けの正当なトレーニ
ングプログラムは、身体と技術、戦術、
心理・直観を同時に鍛える多面的な
準備から始まる。本稿では、単純な
バイオメカニクス的・運動生理学的
手法により、キックの技術的側面に
ついて分析を行う。ここで説明する
５つのフェーズは、それぞれ適切な
順序と距離、タイミング、制御によ
り、円滑かつ連続的に行うことが望

ましい。スキルの習得に伴い、スピー
ドを徐々に上げていくことも重要で
ある。

攻撃の準備
　回し蹴りで攻撃を行うためには、
まず最初に攻撃者の身体が素早く動
作し、最大の反応を示せるような姿
勢をとらなければならない（図１）。
次に、対戦者が防御の隙を見せたと
き、相手を瞬間的に不利な状況に追
い込むことが必要である。この局面
では、攻撃者は前方の足の母指と後
方の足のかかとが直線上に並ぶよう
にし、両足を相手に対して45°の角度
にする。体重を前に移動させて両足
の母指球にかけ、かかとが床に軽く
触れる状態にする。下腿三頭筋（ヒラ
メ筋および腓腹筋）は等尺性の緊張状
態にする。膝を少し屈曲させ、攻撃
者がどの方向にも動きやすいように
両足を結ぶ線の中央に重心を置く。
この際、左右の大腿四頭筋が等尺性
筋活動の負荷を受けたままの状態を
維持する。背骨を真っ直ぐにして両
肩を弛緩させた状態で、身体の向き

が対戦者に対して45°の角度になるよ
うにする。前側の手（リードハンド）
を相手のあごに向ける。その際、腕
を鳥口腕筋と三角筋前部を使って前
方に少し曲げ、大胸筋を使って内転
させる。上腕筋と腕橈骨筋を使って
左右の肘を曲げる。後ろ側の手を相
手の身体の中心部に向ける。対戦者
のスタンスも同様だが、反対側の足
を前に出す（相半身）。
　両者の間隔は、いずれか一人が前
進しなければ身体が接触しない距離
とする。通常、対戦者が瞬間的に集
中力を失ったり、次の戦略に移ろう
としている状況になったとき、攻撃
者は相手に隙ができたと感じる。こ
の瞬間、攻撃者は相手との間合いを
詰める。

間隔を詰める
　キックを相手の頭部に当てるには、
攻撃者と対戦者の間にある距離を縮
めなければならない（図２）。攻撃者
は、後肢の足関節と膝関節、股関節
を使って前進する。ヒラメ筋と腓腹
筋の短縮性筋活動により、足関節を
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図１　攻撃の準備

図２　間隔を詰める
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約35°に底屈させる。足が床から離れ
るに従い、股関節と膝関節は伸張す
る。大腿四頭筋（大腿直筋、外側広筋、
内側広筋および中間広筋）の能動収縮
により、膝関節を最大伸張よりマイ
ナス10°の角度まで伸張させ、ハムス
トリング（半膜様筋、半腱様筋および
長頭大腿二頭筋）と大殿筋の収縮によ
り股関節を伸張させる。これにより、
攻撃者は推進力の働きで重心を前に
移動させ、床の反力で水平に進む力
を増すことができる。同時に後ろ足
を後方へスライドさせ、股関節を外
旋させながら相手に対して約45°の角
度になるよう回転させる。
　この間、攻撃者はキックの準備を
しながら、反撃に備えて防御しなけ
ればならない。攻撃者は、同側の外
腹斜筋と対側の内腹斜筋、広背筋を

収縮させて上半身を相手に向けて回
転させながら、後側の腕を身体と顔
の前に出す。キックの準備として、
大腿四頭筋の伸張性筋活動で体重を
減速させて前脚を支持脚にする。こ
の時点で均衡姿勢期が始まる。

均衡姿勢
　正しく均衡のとれた姿勢は、キッ
クの効果にとって重要なだけでなく、
鼠径部への反撃に対する防御にも有
効である。この時点で、支持側の足
を相手に対して約45°になるよう回転
させ、足の母指球に重心を置き、膝
を少し曲げる（図３）。上半身をさら
に45°ほど回転させる。骨盤も上半身
に続いて、それまで伸張させていた
同側の内腹斜筋と広背筋、対側の外
腹斜筋を収縮させ、相手に対して約
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図３　均衡姿勢

45°に回転させる。同様に、伸張させ
ていた腹直筋を収縮させ、腰椎を下
の方から曲げる。腰方形筋を使って、
脊椎も横に曲げる。股関節屈筋を使っ
て後ろ脚を素早く上げ、大腿筋膜張
筋と小殿筋を使って水平に外転させ
る。攻撃者は重力を利用して後ろ脚
の膝を曲げ、相手の頭部を指し示す
位置まで持ち上げる。このとき、股
関節を約130°に屈曲、水平に45°外転
させ、垂直面に対して少し（約20°）内
転させた状態を維持しながら、背骨
を屈曲させ、持ち上げた膝のほうへ
側屈させる。
　この均衡姿勢で採用すべき外転と
股関節屈曲の割合に関しては、同じ
スタイルの空手でも、空手教室や専
門家によって意見が異なる（1, 2）。シ
オミツ（2）の解説では、膝を前に出し
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腹筋によって足関節が足底屈の状態
に保たれる。多くの参加者にとって、
相手の頭部にキックを到達させるに
は、重心を中心にして身体をさらに
回転させると同時に、支持脚で股関
節を外転・屈曲させることが必要で
ある。そのためには、母指球を使っ
て支持脚を90°以上動かし、相手のほ
うに向ける必要がある（図４）。

後退
　ほとんどの競技規則では、フルコ
ンタクトや部分的なコンタクトは禁
止されているため、標的に到達する
だけでなく、打ち抜ける可能性を示
しながら、コンタクトを抑止するこ
とにテクニックの焦点を置かなけれ

ばならない。このとき、足と脚を素
早く引いて均衡姿勢（図３）に戻し、
相手がバランスを失った攻撃者を掴
んだり、打撃できないようにするこ
とが重要である。このように伸張し
た姿勢で、ハムストリングを使って
脚を素早く減速させたり（伸張性筋活
動）、引き戻したりする（短縮性筋活
動）には、かなりの柔軟性と筋力が必
要となる。均衡姿勢に戻る際、重心
を中心にして身体を逆回転させると、
支持足が相手に対して45°の角度にな
る。この姿勢から、攻撃者は同じ脚
で再度キックを行うか、前進または
後退のいずれかを選択することがで
きる。
　強烈なキック力は、攻撃者が前進
する際の推進力と垂直軸を中心とす
る回転の力が融合することで生み出
される。上半身を相手から離れるよ
うに倒し、多関節のレバーを振り上
げるようにすれば足の加速を促すこ
とができる。下肢だけでなく、肩や
腕の筋力を増強し、この垂直軸を中
心にして上半身を推進できるように
するのも攻撃者にとって有効である。

空手のレジスタンストレーニング
　空手は古くから、選手の多くが実
証しているとおり、スピードと筋力、
アジリティの競技と考えられている。
しかし、空手の選手がパフォーマン
スを向上させるためのエクササイズ
を科学的に捉えるようになったのは
近年のことである。最近、明らかに
なった効果的なエクササイズの一つ
として、空手家の総合的なトレーニ
ング計画にレジスタンストレーニン
グプログラムを採り入れる方法が挙
げられる。この方法を実践すれば、
理論上、パフォーマンスを著しく向
上させることができる。さらに具体

て鼠径部の範囲を広げれば、相手が
キックを予測するのが困難になると
考えられる、としている。

キック
　均衡姿勢から、蹴り足と足関節を
底屈の状態で下げながら、股関節を
さらに外転・内旋し膝を伸張させる。
腰方形筋を使って背骨を蹴り足のほ
うへさらに側屈させ、同側の広背筋
を収縮させる（図４）。膝を伸張させ
る前に、中殿筋を使って股関節を外
転させ、内旋筋群（大腿筋膜張筋、小
殿筋、中殿筋の前線維）が生じる大
腿の長軸周辺の推進力を利用して足
を上げる。大腿四頭筋によって膝関
節が力強く伸張され、ヒラメ筋と腓

図４　キック
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表 1　ストレングストレーニングの仮説モデル（マトベーエフのペリオダイゼーション表に関連）

準備 移行期Ⅰ 試合期 移行期Ⅱ（積極的休養）

期 筋肥大期
基礎

ストレングス
ストレングス
＆パワー

ピーク＊または
メンテナンス

セット数＊＊

回数

週当たり回数

一日当たり回数

強度サイクル
（週）＊＊＊

強度

量

３～５ ３～５ ３～５ １～３

８～ 20 ２～６ ２～３ １～３

３～４ ３～５ ４～６ １～５

１～３ １～３ １～２ １

２～３／１ ２～４／１ ２～３／１ －

低い 高い 高い 非常に高い～低い

多い 中程度～多い 少ない 非常に少ない

的に言えば、空手の選手は以下の潜
在的な効果を実現しようとしている。
ａ．パンチ、キックおよびブロック

における力発揮の向上
ｂ．パンチ、キックおよびブロック

のスピード向上
ｃ．傷害の軽減
ｄ．傷害回復速度の向上
ｅ．拮抗筋群のバランス向上
ｆ．持久力の向上
ｇ．関節安定性の向上
ｈ．サイズ（除脂肪体重）の増加
ｉ．自信の向上

　筋力とスピード、パワーの向上に
関する仮説モデルを表１に示した。
このようなモデルを空手のトレーニ
ング計画に採り入れれば、上記の効
果を実現する上で役に立つだろう。
　空手家のためのガイドラインとし
て、以下のモデルを提案したい。こ
れはトレーニング法の一つであるが、
運動能力を向上させる唯一の手段で
はない。必要に応じてこれらの要素

を採り入れ、CSCS認定者の監督下で
トレーニングを実践することが推奨
される。考慮すべき重要事項として、
以下のものが挙げられる。
ａ．キックとパンチのパワーは、大

部分が股関節と脚によって生み出
される。このため、スクワットや
レッグプレス、ステップアップな
どのプレス動作を完成させること
が望ましい。これらの動作は、複
数の関節を使う複合的なリフトで
あり、継続的に行えば、特に大き
な効果を期待できる。

ｂ．脚によって生み出されるパワー
を最適化するには、クリーンやス
ナッチなどのパワーエクササイズ
を採り入れることが望ましい。ダ
ンベルスクワットジャンプやス
テップアップジャンプなどもエク
ササイズの幅を広げるのに有効で
ある。さらに爆発力を向上させる
ために、プライオメトリックエク
ササイズを採り入れるのも有効で
ある。

ｃ．キック力を向上させるには、レッ
グエクステンションやレッグカー
ルのマシンを利用するのが効果的
である。これは、すべての空手家
にとって最も重要なことである。

ｄ．股関節を伸張させる動作は、攻
撃力や防御力を向上させる。これ
には「パワームーブメント」が最も
効果的である。

ｅ．型と組手の両方で股関節と胴部
の回転動作が基本となるため、回
転エクササイズ（Rotary exercise）
は特に重要である。ツイスティン
グクランチやベントレッグロシア
ンツイスト、パートナープレート
パス、プレートウォーク、メディ
シンボールドリルなど、回転動作
のバリエーションも効果的である。

ｆ．４方向のマルチヒップマシンを
使って股関節の屈筋や外転筋、内
転筋、伸筋を強化できる。これら
の筋はすべて空手のトレーニング
を行う上で特に重要である。

＊明確なクライマックスを伴う競技のピークまたはシーズンの長い競技（フットボールなど）のメンテナンス
＊＊ウォームアップのセットを除く　
＊＊＊強度サイクル = 軽いトレーニング週／激しいトレーニング週
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表２　フェーズ I：移行期

ｇ．パンチを行う間、コンタクトの
直前まで上半身をリラックスした
状態にすること。同時にチェスト
フレクションとトライセップスエ
クステンションの動作（クローズ
グリップベンチとダンベルベンチ
など）を行えばパンチ力を向上でき
る。

ｈ．同様に、パンチでの拮抗反応と
して、広背筋と菱形筋群、肘屈筋
によって引き手（pull hand）に伴う
胴体の回転が生じる。ベントオー
バーダンベルロウやラットプルダ
ウン、プルアップ、チンアップは、
引きの動作を強化するだけでなく、
パンチの際に使われる伸筋との拮
抗的バランスの向上にも効果的で
ある。

ｉ．空手で特に重要な弾道運動には
主動筋と拮抗筋のバランスが必要
となる。ブロックやキック、スト
ライクの急加速にも、関節の傷害
を予防し、安定した方向転換を可
能にする減速が必要である。

ｊ．首の屈曲・伸張エクササイズは、
組手を行う際に頭部や頸部のコン
タクトによる傷害を予防するのに
効果的である。

ｋ．特に発生率の高い傷害として、
肩関節の過度な回転運動による自
己誘発的な回旋腱板筋の断裂が挙
げられる（パンチやブロックはス
ナップを伴う回転運動で終わる場
合が多い）。これらの動作を強化し、
傷害に対する抵抗力を高めるため
に、内旋と外旋、挙上の動作によ

■標準的なウォームアップ
　（各ワークアウト前に完了すること） 
１．ジョグまたはバイク：　　　　　　　３～５分 
２．クランチ：　　　　　　　　　　　　２×30
３．回旋腱板／肩のウォームアップ：
　　・エレベーション　　　　　　　　　２×10
　　・内旋　　　　　　　　　　　　　　２×10
　　・外旋　　　　　　　　　　　　　　２×10
　　・フルラテラルレイズ（回外位）　　　２×10
４．ストレッチ

■金曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　
２．スクワット　　　　　　　　　　　２×10
３．レッグプレス　　　　　　　　　　２×10
４．ヒップフレクション　　　　　　　２×10
５．ヒップエクステンション　　　　　２×10
６．クローズグリップベンチプレス　　２×10
７．チンアップ　　　　　　　　　　　２×10
８．ベントオーバーダンベルロウ　　　２×10
９．プレートウォーク　　　　　　　　２×10
10．ネックマシン　　　　　　　　　　２×10

■水曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　
２．レッグプレス　　　　　　　　　　２×10
３．レッグエクステンション　　　　　２×10
４．レッグカール　　　　　　　　　　２×10
５．ヒップアダクション　　　　　　　２×10
６．ヒップアブダクション　　　　　　２×10
７．ダンベルベンチプレス　　　　　　２×10
８．ベントオーバーダンベルロウ　　　２×10
９．プルアップ　　　　　　　　　　　２×10
10．手関節の回外／回内運動　　　　　２×10

■月曜日
１．標準的なウォームアップ　　　　　
２．スクワット　　　　　　　　　　　２×10
３．レッグエクステンション　　　　　２×10
４．レッグカール　　　　　　　　　　２×10
５．ヒップフレクション　　　　　　　２×10
６．ヒップエクステンション　　　　　２×10
７．クローズグリップベンチプレス　　２×10
８．チンアップ　　　　　　　　　　　２×10
９．プレートウォーク　　　　　　　　２×10
10．ネックマシン　　　　　　　　　　２×10

り回旋腱板（ローテーターカフ）を
強化することが望ましい。

ｌ．さらに肩の傷害を予防するには、
パワフルな三角筋前部に拮抗する
三角筋後部に注意する必要がある。

ｍ．手関節の回内・回外運動もブロッ
クやパンチの力を向上させるのに
有効である。

移行期（Transitional Phase）
　ウェイトを持ち上げた経験が皆無

（または休止期間が長い）の空手家は、
肥大期の前に移行期を用意する。円
滑で安全な進行により、ウェイト挙
上のストレスに身体を順応させるこ
とが目的である。表２に典型的な移
行期の例を示した。

※エクササイズの合間に（または必要に応じて）60 ～ 90秒の休憩をはさむこと
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表３　筋肥大期

■標準的なウォームアップ 
１．ジャンプロープ　　　　　　　　　　   １分×２ 
２．スーパーセット：
　　・ウェイテッドクランチ　　　　　　　２×30
　　・プレートウォーク　　　　　　　　　２×30
３．回旋腱板/肩のウォームアップルーチン 
４．ストレッチ 

■金曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　　　
２．リバースグリップベンチプレス　　　　３×10
３．ダンベルベンチプレス　　　　　　　　３×10
４．アンダーハンドラットプルダウン　　　３×10
５．ラットプルダウン（ビハインドネック）　　　３×10
６．ベントオーバーダンベルロウ　　　　　３×10
７．トライセッププッシュダウン　　　　　３×10
８．ダンベルカール　　　　　　　　　　　３×10

■木曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　　　
２．デッドリフト　　　　　　　　　　　　３×10
３．レッグプレス　　　　　　　　　　　　３×10
４．レッグエクステンション　　　　　　　３×10
５．グルート／ハムレイズ　　　　　　　　３×10
６．レッグカール　　　　　　　　　　　　３×10
７．ヒップエクステンション　　　　　　　３×10
８．ヒップフレクション　　　　　　　　　３×10
９．ヒップアブダクション　　　　　　　　３×10
10．ヒップアダクション　　　　　　　　  ３×10
11．ネックマシン　　　　　　　　　　　  ３×10

■火曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　　　
２．クローズグリップベンチプレス　　　　３×10
３．ダンベルベンチプレス　　　　　　　　３×10
４．チンアップ　　　　　　　　　　　　　３×10
５．プルアップ　　　　　　　　　　　　　３×10
６．ベントオーバーラテラルレイズ　　　　３×10
７．スパイントライセップエクステンション　　　   ３×10
８．ストレートバーカール　　　　　　　　３×10

■月曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　　　
２．ダンベルスクワット　　　　　　　　　３×10
３．スクワット　　　　　　　　　　　　　３×10
４．レッグエクステンション　　　　　　　３×10
５．ヒップフレクション　　　　　　　　　３×10
６．グッドモーニング　　　　　　　　　　３×10
７．レッグカール　　　　　　　　　　　　３×10
８．ヒップエクステンション　　　　　　　３×10
９．ヒップアダクション　　　　　　　　　３×10
10．ヒップアブダクション　　　　　　　  ３×10
11．ネックマシン　　　　　　　　　　　  ３×10

　※セットの合間に90秒の休憩をはさむこと

筋肥大期（Hypertrophy Phase）
　肥大期の目的は、総脂肪量を減ら
しながら除脂肪体重を増加させるこ
とである。これら２つの要素は共に、
空手選手がスピードとパワーを向上
させる上で重要な役割を果たす。肥
大期では、トレーニングの全体的な
ボリュームが相対的に多く、コンディ
ショニングに重点が置かれる。トレー
ニングの効果を最大限に引き出すた
めに、競技パフォーマンスに特化し
たエクササイズを維持するように心
掛けること。表３に肥大期の例を示
した。

ストレングス/パワー期（Strength/
Power Phase）
　ストレングス/パワー期では、競技
に最も特化した効果を引き出す。ト
レーニングの全体的なボリュームは
大幅に減少するが、それに伴って強
度は増加する。表４にストレングス/
パワー期の典型的な例を示した。

ピーク期（Peaking Phase）
　重要な試合の直前期であり、トレー
ニングのボリュームを減らし、身体
が万全の準備状態になるようにする

（表５）。週に３、４回の頻度でリフ

ティングを行ってもよいが、十分な
回復期間を設ける。オーバートレー
ニングの徴候に気づいたらボリュー
ムと強度を減らすこと。

プライオメトリックエクササイズ
　プライオメトリックトレーニング
は、空手家が防御動作や方向転換、
攻撃動作を向上する上で非常に有効
な手段といえる。空手のトレーニン
グスケジュールにプライオメトリッ
クエクササイズを採り入れる際のガ
イドラインを表６に示した。
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表４　ストレングス／パワー期

■標準的なウォームアップ 
１．ジャンプロープ　　　　　　　　　　　　１分×２ 
２．スーパーセット：
　　・ウェイテッドツイスティングクランチ　２×30
　　・ベントレッグロシアンツイスト　　　　２×30
３．回旋腱板/肩のウォームアップルーチン 
４．ストレッチ 

■月曜日 
１．標準的なウォームアップ
２．ハイプル：WU、　　　　　　　　　　　   ４×５
３．スクワット：WU、80%　　　　　　　   ５×５
４．サーキット：
　　・ダンベルベンチプレス　　　　　　　　３×５
　　・ヒップフレクション　　　　　　　　　３×５
　　・アンダーハンドベントオーバーロウ　　３×５
　　・ヒップエクステンション　　　　　　　３×５
　　・プレートウォーク　　　　　　　　　　３×５
　　・レッグエクステンション　　　　　　　３×５
　　・レッグカール　　　　　　　　　　　　３×５

■水曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　
２．ダンベルスクワットジャンプ　　　　　　４×６
３．クローズグリップベンチプレス：WU、80%　 ５×５
４．サーキット：
　　・アンダーハンドラットプルダウン　　　３×５
　　・ヒップアダクション　　　　　　　　　３×５
　　・ベントオーバーラテラルレイズ　　　　３×５
　　・ヒップアブダクション　　　　　　　　３×５
　　・ネックマシン　　　　　　　　　　　　３×10
　　・パートナープレートパス　　　　　　　３×20

■金曜日 
１．標準的なウォームアップ
２．ハングクリーン　　　　　　　　　　　　４×５
３．レッグプレス：WU、80%　　　　　　　 ５×５
４．サーキット：
　　・ダンベルベンチプレス（パームイン）　　３×５
　　・ヒップフレクション　　　　　　　　　３×５
　　・チンアップ　　　　　　　　　　　　　３×５
　　・ヒップエクステンション　　　　　　　３×５
　　・ツイスティングメディシンボールパス　３×20
　　・レッグエクステンション　　　　　　　３×５
　　・レッグカール　　　　　　　　　　　　３×５

　※３～５分間の休憩をはさむ
　１RMを基準としたパーセンテージ
　　L = 71%　M = 72 ～ 76%　MH = 77 ～ 82%　H = 83 ～ 87%

Ｌ、Ｍ、ＭＨ、Ｈ

Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ

Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、Ｍ、Ｍ
Ｍ、Ｍ、Ｍ

Ｌ、Ｍ、ＭＨ、Ｈ

Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、Ｍ、Ｍ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ
Ｍ、ＭＨ、Ｈ

サイクルの調整
　前述のサイクルは、選手が特定の
試合にピークを合わせるための仮説
モデルである。さらに他のトーナメ
ントに出場する場合、それより重要
度の低いイベントにピークを合わせ
るようなことはしないだろう。また、
年間計画で数サイクルを繰り返し行
う場合もあるだろう。その場合、ス
トレングス/パワー期を繰り返すのが
理想的なサイクルといえる。新しい
期を始める際にトレーニングの強度
を調節すれば、ストレングス/パワー
期を繰り返し行い、さらに効果を高
めることもできる。ピリオダイゼー
ショントレーニングに関するもう一
つの長所として、エクササイズの内
容や順序を変更できる点が挙げられ
る。これは、コンスタントな刺激に
よる生理機能の陳腐化（physiological 
staleness）を予防するのに有効であ
る。ストレングストレーニングは、
必ずしも競技に特化したトレーニン
グに不可欠な方法ではない。むし
ろ、補足的なトレーニングとして考
えるべきである。適切な調整を行え
ば、ストレングストレーニングとコ
ンディショニングは、空手家の除脂
肪体重を増やし、スピードと筋力、
パワーを向上させると同時に、傷害
のリスクを減らす上で有効といえる。
◆
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■標準的なウォームアップ 
１．ジャンプロープ： ダブルジャンプ　　　30秒×２
２．スーパーセット：
　　・ウェイテッドベントレッグロシアンツイスト　２×30
　　・Ｖアップ　　　　　　　　　　　　　２×30
３．回旋腱板/肩のウォームアップルーチン 
４．ストレッチ 

表５　ピーク期 

表６　プライオメトリックエクササイズ

■月曜日 
１．標準的なウォームアップ
２．パワークリーン：WU、　　　　　　　　５×３
３．レッグプレス：WU、　　　　　　　　　５×３
４．サーキット：
　　・リバースグリップベンチプレス　　　２×６
　　・レッグエクステンション　　　　　　２×６
　　・アンダーハンドダンベルロウ　　　　２×６
　　・レッグカール　　　　　　　　　　　２×６
　　・ネックマシン　　　　　　　　　　　２×10

■木曜日 
１．標準的なウォームアップ　　　　　
２．クリーングリップスナッチ　　　　　　５×３
３．スクワット：WU、　 　　　　　　 　　 ５×３
４．サーキット：
　　・クローズグリップベンチプレス　　　２×６
　　・チンアップ　　　　　　　　　　　　２×６
　　・ヒップフレクション　　　　　　　　２×６
　　・レッグエクステンション　　　　　　２×６
　　・レッグカール　　　　　　　　　　　２×６

※３～５分間の休憩をはさむ。
※週２%の割合でトップセット増加：予想最大値では
なく、前回の最大値を基準にベース増加　

エクササイズ １
a．リズムに合わせたジャンプロープ　b．スピード重視のジャンプロープ　c．スクワットジャンプ
d．ダブルレッグタックジャンプ　e．パイクジャンプ　f．サイドラインホップ
g．パターンホップ（三角形、四角形、星形）　h．サイドコーンホップ　i．シングルレッグラテラルホップ
j．ジグザグホッピング

エクササイズ２（エクササイズ１をすべて含む）
a．シングルレッグタックジャンプ　b．パイクジャンプ　c．デプスパイクジャンプ　d．ダブルレッグホップ
e．シングルレッグバックワードホップ　f．ジグザグバウンディングフォワード（脚を替える）
g．ジグザグバウンディングフォワード（同じ脚）

エクササイズ３（エクササイズ１、２をすべて含む）
a．デプスパイクジャンプ　b．シングルレッグタックジャンプ 　c．リピートトリプルジャンプ 
d．シングルレッグホップ 　e．コンビネーションバウンド 　f．オルタネートバウンド 
g．サイドボックスホップ（脚を替える）　h．ドライブジャンプ 

※全レベルでプライオメトリクスを週２回採用することが望ましい。

初心者 中級者 上級者

筋肥大期

ストレングス／
パワー期

ピーク期

エクササイズ１
10回×１セット
８回×１セット

エクササイズ２
10回×１セット
８回×１セット

エクササイズ３
10回×１セット
８回×２セット

エクササイズ１
５回×３セット

エクササイズ２
５回×３セット

エクササイズ３
５回×３セット

エクササイズ２
５回×２セット
３回×１セット

エクササイズ３
５回×２セット
３回×１セット

エクササイズ３
７回×１セット
５回×１セット
３回×１セット


