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　プレコンディショニングのレベルで
は有酸素性能力の向上を目標とする。
つまり、基本的な有酸素性能力を高
め、アスリートにスプリントを指導で
きるようにする。ハイニーグラブやハ
イニーウォーク、ハイニー、アンクル
クアドグラブ（写真 1）、バットキック
ウォーク、バットキックなど、特異的
なダイナミックウォームアップドリル
を行なえば、この目標を達成できる。
さらに、長めのバンジーコードを使っ
て約 10 ヤード（9.1 m）のバックペダル
やスプリントも行なう。また、短距離
と長距離のジョギングを行なって基本
的な有酸素性能力を鍛えることも必要
である。
　次のレベルでは、スプリントの
フォームづくりと無酸素性能力のコ
ンディショニングを重点的に行なう。
我々の場合、スピードウォームアップ
と各種のストライド強化ドリルを利用
して柔軟性を高め、フォームを改善す
る。さらにヘビースレッドプルを取り
入れ、ステップを踏み出す際にアス
リートが低い姿勢を保ち、膝を高く上
げてストライド長を稼げるようにする
ことで、スプリントのフォームを調整
する。

　次のレベルでは、ストライド長の改
善に重点を置く。引き続き基本的なダ
イナミックウォームアップエクササイ
ズを応用し、ハイニーグラブやトゥ
タッチスキップ、フロントランジ、プ
レスを取り入れる。この方法で柔軟性
と筋の動員を向上させれば、ストライ
ド長を改善するのに有効である。また、
ストライド長を改善する上で特に重要
な要素のひとつは、短めのバンジー
コードを使って股関節屈筋（仰向けの
姿勢）とハムストリングス（うつ伏せの
姿勢）を鍛えることと考えられる。
　次のレベルでは、ストライド頻度を
強化しながら、適切なストライド長で
ステップを繰り出す方法を習得する。
ここではハイニーグラブやトゥタッチ
＆フラッテンを組み合わせた 1－2－3 ス
キップ（写真 2～6）など、より高度な
ダイナミックウォームアップドリルを
取り入れる。トゥタッチ＆フロント
レッグキック（写真 7～8）も取り入れ
るべき理想的なウォームアップドリル
といえる。このレベルでは、アスリー
トが改善したストライド長とストライ
ド頻度でスプリントを行なう方法を習
得する。
　さらにパワーと加速力を強化するた

スピード：その定義と
トレーニング法
　スピードとは、単純にストライド長
（SL）とストライド頻度（SF）の積であ
り、ストライドの距離と素早さで決ま
る。スピードを向上させるには、アス
リートの身長や体重、体格に関係なく、
ストライド長とストライド頻度を最大
限に向上させなければならない。その
ためには、ストライド長とストライド
頻度にそれぞれ特化した各種のドリル
を利用したトレーニングが必要であ
る。
　我々が 「Speed To Win（勝つため
のスピード）」 のカリキュラムで利用
している 5 つの上達レベルをクリアす
れば、上記の目標を達成することがで
きる。その 5 つの上達レベルは以下の
とおりである。

・基本的な有酸素性能力のプレコン
ディショニング

・スプリントのフォームづくりと基本
的な無酸素性能力のトレーニング

・ストライド長のトレーニング
・ストライド頻度のトレーニング
・パワーと加速力のトレーニング
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写真 1　アンクルクアドグラブ 写真 2　1－2－3 スキップトゥタッチフ
ラッテン

写真 3　1－2－3 スキップトゥタッチフ
ラッテン

写真 4　1－2－3 スキップトゥタッチフ
ラッテン

写真 5　1－2－3 スキップトゥタッチフ
ラッテン

写真 6　1－2－3 スキップトゥタッチフ
ラッテン

写真 7　トゥタッチ 写真 8　フロントレッグキック
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め、スレッドプルとハーネス＆プッ
シュアップスタートを応用する。アス
リートはこの段階で、加速してパワー
を利用するには前傾姿勢をとる必要が
あることを学習する。他の段階やレベ
ルでトレーニングを行なう前に、この
段階に重点を置くコーチが非常に多
い。以前のレベルで応用したスレッド
プルがずっと軽く感じられるようにな
る。ここでは、スタートから10ヤー
ド（9.1 m）にかけて加速し、10ヤード
から20ヤード（18 m）の区間でトップ
スピードに切り替え、さらに10ヤー
ドを全力疾走する練習を行なう。こ
れは40ヤード（37 m）ダッシュのテク
ニックを応用した30ヤード（27 m）ス
プリントである。パートナーと組んで
ハーネスを使うトレーニングも重点的
に行なう。一人のアスリートがパート
ナーと反対方向にコードを引けば減速
力が生じ、パートナーは抵抗付きで加
速力を鍛えることができる。20ヤー
ドを走った後、役割を交代する。
　最後に、すべてのレベルに重複する
部分があることを忘れないでほしい。
例えば、単純なハイニードリルでも有
酸素性コンディショニングとスプリン
トのフォームづくり、ストライド長の
トレーニングを行なうことができる。
単純なバットキックドリルでも同じこ
とができるし、かかとを素早く引き上
げる練習をすればストライド頻度を増
やすことができる。

アジリティ：その定義と
トレーニング法
　アジリティを単純に定義すれば、方
向転換である。また、敏捷性はコント
ロールされた減速力といえる。アジリ
ティを向上させるには、加速力と減速
力を高め、さらに方向転換の能力を向
上させることが必要となる。加速力を

向上させても、減速力を向上させるた
めの努力を怠っているトレーニングは
非常に多いが、これは大きな間違いで
ある。
　では、体重が重くても動きの素早い
アスリートについて考えてみよう。現
在、スポーツの世界では、前十字靭帯
断裂や足関節の捻挫、膝関節の捻挫な
ど、非接触性傷害が多くみられる。今
日のアスリートはまるで高性能なス
ポーツカーのようだ。非常に速くて敏
捷性に優れ、高速でコーナーを曲がっ
たり、急停止したりすることができる。
しかし、最高の加速力を得るために、
骨格は同じでも、筋量と体重だけを増
やそうとしているのも事実である。そ
れはまるで、スポーツカーのブレーキ
やフレームを改良せずに馬力だけを上
げるようなものだ。アスリートが加速
後に急停止しようとして膝関節や足関
節を痛めてしまうこともある。それと
同じことがスポーツカーに起こる可能
性もある。停止しようとしたとき、ボ
ディがフレームから引き離されてしま
うこともありうるのだ。
　5 つの上達レベルをクリアし、加速
力と同じように減速力を重視するよう
にすれば、そのような事態を防ぐこと
ができる。その 5 つの上達レベルは以
下のとおりである。

・アジリティのプレコンディショニン
グ

・フットワークと減速力の向上
・フットワークのパターン－ 加速と
減速の方法を習得する

・コンディショニングドリルによる方
向転換

・爆発的な方向転換能力の開発

　プレコンディショニングのレベルで
は、オーバーアンダーウォークやキャ

リオカ、サイドバウンディングなど、
側方運動による各種のコンディショニ
ングドリルを実践する。この段階で、
アスリートは姿勢を低く保ち、側方へ
移動する方法を習得しなければならな
い。これはアジリティの基本であり、
基礎として確立すべきものである。
　次のレベルでは、フットワークと減
速力の向上に重点を置く。アジリティ
の向上に努めながら、スピードの向
上にも努めるわけである。したがっ
て、当初のアジリティトレーニングで
は、停止の仕方を身体に憶えさせる
ことが主な目的となる。このレベル
では、ラダーを使って、方向転換ス
ポットでの正しいフットワークの仕方
を習得する。ここでは、ストレートワ
ンフットインエブリーホールやサイド
ツーフィートインエブリーホール、1
－2－3 カット（通称 「インキーシャッフ
ル」 写真 9～12）、1－2－3－4 イン＆アウ
トなど、基本的なラダードリルを行な
う。また、低いハードルを利用した同
じラダードリルも採用する。このドリ
ルでは、障害物（ハードル）を中心にし
て方向転換を行なう。最後に、チェン
ジオブディレクションストレングセ
ナーを利用して方向転換スポットでの
筋力を強化する。これは、ランジポジ
ションから前方に全力疾走して 5 ヤー
ド（4.5 m）の地点で停止した後、後ろ
向きで最初のポジションに戻り、また
同じことを繰り返すという単純なもの
である。
　次のレベルでは、フットワークのパ
ターンに重点を置き、加速と減速の方
法を習得する。ここでは、前方および
側方のストップアンドゴードリルを行
なう。これは 5 ヤードのスプリントと
停止（前進および側方移動）を繰り返す
という方法である。フットワークのパ
ターンを習得するため、ツーフィート
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写真 9　1－2－3 カット ① 写真 10　1－2－3 カット ② 写真 11　1－2－3 カット ③

写真 12　1－2－3 カット ④ 写真 13　1－2－3 スピンカット ① 写真 14　1－2－3 スピンカット ②

写真 15　1－2－3 スピンカット ③ 写真 16　1－2－3 スピンカット ④ 写真 17　1－2－3 スピンカット ⑤
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インエブリーホールによる前進やワン
フットインエブリーホールによる側方
移動、1－2－3 スピンカット（写真 13～
17）、1－2－3－4 イン＆アウトオブザラ
ダーによる側方移動など、さらに高度
なラダードリルを採用する。これらの
ドリルは、前のレベルで採用したラ
ダードリルを発展させたものであり、
強度が増している。また、同じラダー
ドリルに低いハードルと高いハードル
を組み合わせたさらに高強度のトレー
ニングも採用する。
　第 4 のレベルでは、コンディショニ

ングドリルを利用した方向転換のト
レーニングを行なう。このレベルで
は、オポジットエルボー・ツー・アン
クルランジやトゥタッチハンドウォー
クハードラーストレッチ（写真 18～
21）など、さらに高度なダイナミック
ウォームアップドリルを行なう。これ
らの側方移動ドリルやチェンジオブ
ディレクションストレングセナー、ス
タートとストップの学習は、方向転換
の仕方を習得することが目的であるこ
とを忘れないでほしい。さらに、W
ドリルやアウトサイドフットカット、

シャッフルスプリントシャッフルなど
のコーンドリルも行なう。あとは実際
に方向転換を行ない、コンディショニ
ングの準備を完了する。
　最後の段階では、爆発的な方向転換
能力を開発する。ここでアスリートは、
アジリティに求められるすべての能力
（加速、減速および方向転換）を統合で
きるはずである。具体的な方法として
は、5－10－5 プロアジリティシャッフ
ルとスリーコーンドリルを行なう。ま
た、バックペダルスプリントやスピン
カットなど、さらに高度なコーンドリ
ルも採用する。
　スピードのレベルと同様、アジリ
ティのレベルにも重複する部分がある
ことを理解してほしい。基本的なダイ
ナミックウォームアップドリルは、運
動能力を高める上で基礎となる重要
な要素になるものが多い。「Speed to 
Win」 の両カリキュラムを徹底的に実
践すれば、スピードとアジリティ、爆
発力を重ね合わせることで、素早い動
きと爆発力を兼ね備えたアスリートに
なることができる。◆

From NSCA's  Performance  Training 
Journal：Volume 8, Number 4, pages 12-16.

Travis Brown：ジョージア州アトランタ
とテネシー州ノックスビルのUniversity of 
Tennesseeで12年間にわたってストレング
ス＆コンディショニングコーチを務める。現
在、プロレベルのスピード＆アジリティト
レーニングプログラムとトレーニングプログ
レッション、大学生および高校生向けのパ
フォーマンストラッキングソフトウェアの開
発を手掛けるSpeed to Winに勤務。これま
でに90人以上のNFL選手、12人のプロボウ
ラーおよびNFLの一次ドラフトで選ばれた選
手にトレーニングや指導を行なった経験をも
つ。MLBやNBAの若手・一流選手、2人のオ
リンピックメダリストをはじめ、数多くのア
スリートにトレーニングを実施してきた実績
もある。
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写真 18　トゥタッチハードラーストレッチ ① 写真 19　トゥタッチハードラーストレッチ ②
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