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はじめに
　2014 年全米オープンテニス・男子
シングルスでの準優勝、2016 年のリ
オオリンピック・男子シングルスでの
銅メダル獲得など、錦織圭選手（日清
食品）の活躍により、近年のテニス競
技人気がますますの熱気を帯びている
ことは言うまでもない。
　また、2017 年全豪オープンテニス・
女子ダブルスでは穂積絵莉選手（橋
本総業ホールディングス）・加藤未唯
選手（佐川印刷）組がベスト 4 入りを、
2017 年ウィンブルドン・女子ダブル
スでは二宮真琴選手（橋本総業ホール
ディングス）・ボラコバ選手（チェコ）
組がベスト 4 入りを果たすなど、国際
大会での女子の活躍も目立ち、2020 年
東京オリンピックでのメダル獲得も期
待されている。
　本稿では、テニスにおける競技特異
性やプロテニスプレーヤーを取り巻く
環境などに触れながら、主にテニス四
大大会（グランドスラム）の大会期間中
におけるストレングス＆コンディショ
ニングのサポート内容や、次世代ター
ゲットスポーツにおける育成支援の事

業のひとつとして、サポートネット
ワーク（人材登録）の構築に関して、日
本テニス協会テクニカルサポート委員
会を中心に、メダルポテンシャルアス
リート（MPA）のサポート体制等を紹
介する。

テニスの競技特異性
　テニス競技は 1 試合あたり平均的に
は 1 時間半～ 2 時間程度だが、場合に
よっては 4 時間を超える長時間の試合
となることも珍しくない。試合中は
ITF（国際テニス連盟）の決定したルー
ルによって、ポイント間 20 秒・チェ
ンジオーバー 90 秒、セット間 120 秒
というインターバルが決められてい
る。1 ポイントあたりのプレー時間
は 2 ～ 8 秒、長くても 20 秒程の運動時
間、かつ 1 ポイントあたりの方向転換

（COD）は平均 4 回、1 ストロークあた
りの移動距離は平均 3 mというデータ
からも、テニスは高強度短時間の間欠
性運動といえる。（運動−休息比は 1：
3 ～ 1：5 ）また、動きのほとんどを側
方動作が占めており 50 ～ 70％、次に
前方が 40％、最後に後方が 5 ～ 10％

という割合である。それゆえテニス選
手には多方向に対しての爆発的な加速
スキルと、適切な減速スキル、全身を
コーディネーションしながらのショッ
ト技術の 3 点をバランスよく向上させ
なければならないことが容易に理解で
きるだろう。最後に、テニスは相手が
あってのスポーツであって、クローズ
ドスキルだけでなく、与えられた情報
に素早く反応するようなオープンスキ
ルへの移行がキーポイントとなる。
　上述した、生理学的データや動作分
析とは異なった目線でテニス競技の特
異性を紹介するとするならば、興味
深いのはコートサーフェスの違いであ
る。四大大会でも全豪・全米の 2 大会
はハードコート、全仏はクレーコート

（赤土）、ウィンブルドンはグラスコー
ト（芝）となっている。コートサーフェ
スの違いにより、プレーヤーの足元の
フィーリングや安定性、バウンド後の
ボールの速度、バウンドの高さが違う
ため、それに伴って戦術も影響を受け
る（表 1 ）。
　このようにテニス競技においては、
生理学的に理解が進んでいる代謝系エ
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クササイズや爆発的なパワー発揮エク
ササイズとともに、多方向への移動ス
キルやCODスキル、多彩なコートサー
フェスに順応する力など、マルチタス
クに柔軟に対応するためのS&C専門職
の介入が必要となる。

プロテニス選手を取り巻く環境
　プロテニスはツアースポーツであ
り、年間を通して世界中を転戦しなが
ら戦い続け、ポイントを獲得し、ラン
キングを維持向上させなければならな
い。なぜなら、4 大大会をはじめとし
て、ランキングによって、本戦にスト
レートで参加できる場合と、予選を勝
ち上がらなければならない場合とに分
かれるからだ。場合によっては、予選
にすら参加できないこともある。その
ため、選手は常にポイントをマネジメ
ントし、ランキングと戦っている。そ
れゆえ、プロテニスプレーヤーには明
確なシーズンオフの概念がなく、ピリ
オダイゼーションに基づいたトレーニ
ング計画の遂行は容易ではない。
　年間のほとんどを海外で過ごす選手
たちにとって、試合会場の施設に付随
したジムが唯一のトレーニング環境
であり、大会のグレードによってはナ
ショナルレベルの設備が整っている場
合もあるが、仮設テントの設置のみで、
ジムすらない場合も多くある。そのよ
うな場合、NTC（味の素ナショナルト
レーニングセンター）や国内のホーム
ベースで行なっているフリーウェイト
エクササイズやマシーンエクササイズ
などは一切行なうことができなくなっ
てしまうわけだが、観客席の階段で何
ができるか、チューブやその場にある
ものでどう代用するかなど、決まった
ルーティンをこなすだけではない、柔
軟な発想でエクササイズに取り組める
よう、選手たちを教育していくことも

今後の課題である。
　このように、戦略的なピリオダイ
ゼーションを計画し遂行することが難
しく、オフシーズンが明確ではない状
況で世界を転戦する中で、フィジカル
コーチ、セラピスト（柔道整復師・は
り師・きゅう師・あん摩マッサージ指
圧師・理学療法士）などの専門職によ
るサポートは必要不可欠となる。ナ
ショナルトレーニングセンターでの強
化合宿や、グランドスラムをはじめと
した遠征などでは、ナショナルチーム
に登録されている専門職が数名派遣さ
れ、サポートを行なっている。これら
のサポートネットワークは、2020 年
東京オリンピックにおいて活躍が期待
されるメダルポテンシャルアスリート

（MPA）を体力面から支えるために構
築されただけでなく、2024 年や 2028
年と、先の五輪を見据えたサポート体
制の基盤作りとしても機能しており、
ドクターや栄養士を含めて、日本テニ
ス協会テクニカルサポート委員会が各
領域の専門職を統括している。
　ナショナルチームスタッフミーティ
ングや強化本部ミーティングなど、そ
れぞれの専門職が意見交換を行なう機
会があり、スキルコーチも交えて医科
学分野での課題点などを共有する。ま
た、フィジカルコーチ部会も定期的に
NTCで行なわれ、今年度は各年代別の
トレーニング指針の策定にも取り組ん
でいる。

海外遠征の基本情報
　国別対抗戦（男子：デビスカップ、
女子：フェドカップ）を除く、多くの
遠征でのサポートスタッフは、コーチ・
フィジカルコーチ・セラピストの 3 種
の専門職である。海外での活動の場合、
国際線の航空券手配、宿泊先の手配、
通信機器（ポケットWi-Fi）などは協会
がバックアップする。「ナショナルチー
ム」としての派遣ではあるものの、ス
タッフごとに帯同日程が違う場合が多
く、現地集合・現地解散で移動などは
単独行動となる場合がほとんどであ
る。そのため、各個人で事前に現地情
報を入手して、移動に際して万が一ト
ラブルが起きた場合でも、選手のサ
ポート活動に影響をきたさないよう、
代替の移動経路を下調べしておくなど
の準備も入念に行なう必要がある。
　また、テニス会場は広大な敷地で行
なわれるため、「どこで、誰が、どの
選手をサポートしているか」という情
報を、多数のスタッフで状況把握しな
ければならず、その際にメッセージア
プリが非常に有効なツールとなる。た
だし、コンプライアンス順守の観点か
ら、選手の個人情報をここで共有する
ことはしない。既往歴、セラピストの
ケア状況、フィジカルコーチのS&C指
導状況などの情報は、ナショナルチー
ムの情報共有システムで管理されてお
り、遠征期間中にも随時最新の情報に
更新されていく。

表 1　サーフェスの違いとその特徴

サーフェス 球足 バウンド その他 大会

ハードコート 速い 高い 下肢への負担が大きい 全米・全豪

クレーコート 遅い 高い ラリーが続きやすく試合時間が長い 全仏

グラスコート 速い 低い 滑りやすく、イレギュラー多い ウィンブルドン
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グランドスラムのS&C環境
　ここからはグランドスラムでのS&C
環境を紹介したい。私が 2017 年度に
派遣されたのは、1 月の全豪オープン
テニス（オーストラリア・メルボルン）、
8 月の全米オープンテニス（アメリカ合
衆国・ニューヨーク）（写真 1 ）、どち
らもハードコートで行なわれる大会で
ある。大会期間は調整期間が数日、予
選期間が約 1 週間、本戦期間が約 2 週
間と、長丁場の戦いではあるが、サポー
ト対象となるナショナルチームメン
バーが全員敗戦した時点で、スタッフ
も帰国することになる。
　S&C環境については、テニス界で
最高峰の大会ということもあり、選手
たちがウォームアップに集中できる環
境、大会期間中もS&Cトレーニング
が行なえる環境がしっかりと整備され
ており、とくに全豪オープンではその
充実ぶりが際立っていたと筆者は感じ
る。写真 2、3 は大会会場のジムエリ
ア、写真 4、5 は会場に隣接する、オー
ストラリア・テニス協会のナショナル
トレーニングセンターのジムである。
会場ジムは試合コートに近いため、主
に試合前や練習前の選手がアップをす
るスペースとして使用される場合が多
くみられた。トレッドミルやスピニン
グバイク、ロウイングエルゴメータな
どの他に、ウェイトスタックマシー
ン、パワーラック、ケーブルマシーン、
ダンベル等が一式揃う。またフリース
ペースにはストレッチマットとフォー
ムローラーが多数用意されており、ダ
イナミックウォームアップを行なうこ
とも可能だった。また、隣接するナショ
ナルトレーニングセンターのジムは、
大会期間中のS&Cセッションで使用す
る場合が多く、まさにテニス競技に特
化したS&C環境に驚かされた。プラッ
トフォームが多数整備されている他に

写真 2、3　全豪オープンにおける大会会場のジムエリア

写真 4、5　オーストラリアテニス協会のナショナルトレーニングセンター

写真 1　全米オープンの会場であるアーサーアッシュスタジアム
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も、大会で使用するコートと同じサー
フェスで作られたフリースペースがあ
り、ラダーやラインを使ったスピード・
アジリティ・クイックネストレーニン
グやフットワークドリル、プライオメ
トリックエクササイズ等を行なうこと
ができた。

大会期間中のS＆Cサポート①
　大会期間中であっても、ほとんどの
選手は平均的に 1 日 2 時間（ 1 回 60 分
×2 回）の練習をこなしており、試合前
日は 1 日 1 時間程度の練習スケジュー
ルとなる。フィジカルコーチ（S&C
専門職）の役割は、試合前や練習前の
ウォームアップのサポート、期間中の
S&Cトレーニング指導が中心となる。
　ウォームアップは午前練習の前
に 45 分程度、昼食もしくはリカバリー
を挟んで、午後練習の前に 20 分程度
の時間を使って行なう（表 2 ）。午前の
アップでは、ニュートラルアライメン
トの獲得とモビリティ関節のアクティ
ベーションからスタートし、ダイナ
ミックウォームアップ等で心拍数と筋
温の上昇を行ない、「 1 球目からしっ
かりと打てる」状況でコートへ送り出
すことが主目的となる。午後のアップ
では、午前練習での課題解決を行なう
ことが中心になる。例えば、ヒールコ
ンタクトでの減速スキルが上手く機能
しておらず安定したショットが打てて
いない、殿部に上手く乗っておらず適
切なパワーポジションが取れていない
など、例ではあるがこういった課題に
対して、適切な身体操作が行なえるよ
う修正エクササイズを行なう。その他
にも、ミニサッカーボールを使った
キックやスロー動作、テニスボールを
使ったリアクションドリルなどを行な
い、オープンスキルへの対応も向上さ
せながら、筋温の上昇を行なうことも

午後のウォームアップにおける目的で
ある。
　上記のようなウォームアップに対す
る時間感覚やルーティンは海外選手も
同様であるが、指導者の専門領域に
よってフォーカスされる部分が異なる
ように感じる。フィジオ（理学療法士）
や他のセラピストがフィジカルトレー
ニングを兼務している場合は、徒手ア
プローチはもちろんのこと、呼吸エク
ササイズによる腹腔内圧のコントロー
ルや、胸椎可動域などの分節的なムー
ブメントスキルに特化して指導を行な
う場合が多くみられ、ダイナミック
ウォームアップやフットワークは選手
が個人で行なっている。多くの場合、
選手個人で行なうフットワークはエ
ラーパターンが多くみられ、この場合、
本来の可動域向上や筋温上昇などは達
成できていないものと思われる。
　もちろん、ルーティンを増やせば増
やすほど課題は解決しそうに思える
が、時間には限りがあり、必要でない
ものも選手に与えてしまっている可能
性がある。現在、ナショナルチームの
フィジカルコーチ部会で検討されてい
るのは、いかに選手個人の特性を分類
し、必要なエクササイズだけを処方し、

「ルーティンをこなさなければならな
い」というエネルギーロスを抑えるか
という点である。「飲まなくてよい薬

は飲ませない」、簡潔に言えばそのよ
うな考え方で、ウォームアップに関す
るナショナルメソッドの早期確立を目
指している。

大会期間中のS&Cサポート②
　午前練習と午後練習が終了した後、
夕方に 1 時間程度のS&Cトレーニング
を用意することが基本である。ナショ
ナルチームメンバーであっても選手や
コーチによって、もちろんフィーリン
グやオーダーも違うが、それだけに流
されてはいけない。フィジカルコーチ
はS&C専門職として、試合スケジュー
ルやセラピストからの情報などを基
に、科学的な根拠に基づいたトレーニ
ングプランを選手やコーチとすり合
わせながら、大会期間中のベストパ
フォーマンス発揮へ導く。
　ウェイトトレーニング、クイックリ
フト、プライオメトリックス、呼吸循
環器系トレーニング、スピード・アジ
リティ・クイックネストレーニング、
ピラティス等のボディコントロール
エクササイズ、TRX®などのサスペン
ショントレーニング、RumbleRoller®

などを用いたコンディショニングエク
ササイズなど、多くの選択肢から必要
なものを処方する。2017 年の全米オー
プン遠征で、ある女子選手に行なった
セッション例は表 3 のとおりである。

表 2　ウォームアップの流れと内容

時間 項目 内容

10 ①ニュートラルアライメントの獲得 フォームローラー・リリース・呼吸

10 ②アクティベーション 股関節・肩甲帯・胸椎・IAP

5 ③ダイナミックストレッチ 心拍・筋温上昇

5 ④フットワーク 多方向への移動スキル・シャッフル等

5 ⑤オープンスキル リアクションドリル・ミラードリル等

10 ⑥競技特異的動作への移行 MBスロー・オンコートフットワーク・素振り

合計 45 分　　MB：メディスンボール



Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan 31

　グランドスラム大会期間中は、遅
発性筋痛を引き起こしストロークの
フィーリングを妨げることを極力避け
るように留意している。もちろん傷害
予防として、ルーマニアンデッドリフ
トでハムストリングスを、サイドラン
ジで内転筋群を、というように伸張性
収縮にフォーカスしたエクササイズを
処方することもあるが、基本的には短
縮性収縮に出力するものをプログラム
に多く取り入れている。全ての場合で
はないが、クールダウンの際はジョグ
ではなくバイクを選択するということ
も、そのような考え方から導いてい
る。また、近年ではファンクショナル
トレーニングという言葉が一人歩きし
ている気もするが、テニスプレーヤー
において「究極のファンクショナルは
テニスをすること」だと思っている。
S&C専門職としては、無理やりに競
技に近付けた真似ごとをするのではな
く、スクワットで身に付けたバーティ
カルなベクトルでの出力を、どのよう
にラテラル、リニアへの出力へ変換さ
せていくかを考えるなど、力学や生理
学に基づいた科学的なエクササイズプ
ログラミングをすることで、十分に競
技へ転移できると感じている。
　最後に、海外選手だから特別なS&C
トレーニングを行なっているというこ
とはないが、クイックリフトを積極的
に導入している姿がみられることは確
かである。ただし、クリーンはキャッ
チの際の手首に不安を感じる選手が多
いためか避けられる傾向にあり、ス
ナッチのほうが多く取り組まれてい
る。また、床反力を活かしたパワー発
揮エクササイズとして、ケトルベルを
使用したケトルベルスイングやケトル
ベルスナッチなどが多くみられる。ケ
トルベルスイングに関しては日本人選
手にも積極的に導入しており、爆発的

なパワー発揮の獲得と同時に、適切な
アライメントを保った減速スキルも習
得させられる。

まとめ
　ひとつの大会期間が長く、年間を通
して世界中のツアーを転戦しながら、
競技に必要とされる複雑な体力要素を
維持向上させなければならないプロテ
ニスプレーヤーにとって、パフォーマ
ンス向上だけでなく傷害予防の観点か
らも、ツアー中のフィジカルトレーニ
ングはもはや必須項目となっている。

「フィジカルテニス」「フィジカルバト
ル」という言葉も出てきている近代テ
ニスの中で、遠征帯同できるフィジカ

ルコーチは非常にニーズの高い専門職
であることは間違いない。
　ただし、今後はグランドスラム大会
期間中だけではなく、前哨戦などから
も帯同し、年間スケジュール等も把握
した上で、より選手の個人特性に合わ
せたセーフティーかつチャレンジング
なプログラムデザインで、2020 年東
京五輪でのメダル獲得へ向けたサポー
トを行なっていきたい。◆

表3　2017 年全米オープン遠征における、ある女子選手のS&Cセッション例

部位 内容

下半身

中殿筋アクティベートエクササイズ ミニバンド使用

スクワット 8 レップ＊3 セット

サイドランジ 8 レップ＊3 セット

SLスクワットマルチディレクション 3 レップ＊3 周＊（前・横・後・斜）

BOXステップアップ 10 レップ＊リニア、インサイド、アウトサイド

上半身

ベンチプレス 8 レップ＊3 セット

ニーリングMBチェストパス 10 レップ＊3 セット

ベントオーバーロウ 8 レップ＊3 セット

TRXローロウ（シングルハンド） 10 レップ＊2 セット

サイドレイズ 10 レップ＊3 セット

ケーブルプレスダウン 10 レップ＊3 セット

パワー・スピード・アジリティ・クイックネス

ルーマニアンデッドリフト 8 レップ＊3 セット

ケトルベルスイング 8 レップ＊3 セット

チューブレジストサイドホップ 10 レップ＊4 セット

ジャンプ to BOX 40 cm、60 cm、80 cm ＊各 3 セット

ジャンプ from BOX to カッティング 40 cm、60 cm＊各 4 セット

チューブレジストスピード・アジリ
ティ・クイックネスドリル

2～ 3 種類＊各 4 セット

SL：シングルレッグ、MB：メディスンボール


