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ング症候群、疾患、およびオーバーユー
ス障害を発症しやすくなるおそれがあ
る（54）。したがって持久走競技への特
化は、思春期後期に入り、若年アスリー
トの身体が十分に成熟して、この種の
激しいトレーニングに耐えられるコン
ディションが整うまで控えるべきであ
る。ストレングス＆コンディショニン
グ（S＆C）活動は、アスリートの傷害リ
スク低減に役立つと考えられることか
ら（45,82）、この脆弱性の高い集団向け
に競技特異的な提言を行なうことが重
要である。
　持久走は主に心臓血管系および代謝
的要因によってパフォーマンスが制限
されるが、その一方で、ストレングスト
レーニング（ST）活動（レジスタンスト
レーニング［RT］、爆発的RT［ERT］、お
よびプライオメトリックトレーニング

［PT］）が中距離（ 0.8 ～ 3 km）および長
距離（＞3 km）ランナーのパフォーマ
ンスに有益な効果をもたらす可能性を
示している研究も数多い（16,29）。ま
たST活動は、思春期男女における運動
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要約
　持久走競技への特化を選択する
思春期のアスリートにとって、ス
トレングス＆コンディショニング

（S＆C）活動はいくつかの重要なパ
フォーマンス決定因子を強化する手
段であり、またオーバーユース障害
のリスク低減をもたらしうるもので
ある。思春期の持久系ランナーは、
最低週 2 回のS＆Cセッションを実
施し、その構成要素として、運動スキ
ルトレーニング、プライオメトリッ
クスおよびスプリントトレーニン
グ、レジスタンストレーニング、そし
て受傷しやすい特定の組織を対象と
したエクササイズを取り入れること
が推奨される。そこで本稿では、こ
れらのトレーニング様式を思春期の
持久系ランナーのトレーニングルー
ティンに組み込む方法について説明
する。

序論
　持久走は、若年アスリートに人気の
高いスポーツである。例えばアメリ
カの高校では、2016 ～ 2017 年度にお
いてすべてのスポーツの中でクロス
カントリーが男女でそれぞれ 4、5 番
目 に 参 加 者 が 多 く（www.nfhs.org/
ParticipationStatistics）、また、フィン
ランドの 14 歳を対象とした調査（n＝
7,794 ）では、持久走が 2 番目に人気の
高いスポーツ（ 18.7％）であった（83）。
若年アスリートは、思春期の間に多様
なスポーツや身体活動を経験する必
要があるが、そこで優先すべきは基礎
的な運動スキルと筋力の向上である

（49）。思春期初期（ 11 ～ 14 歳）には、
持久系トレーニングを活動的で健康的
なライフスタイルの一部とすべきで
あるが、それを他の様式のスポーツト
レーニングより優先させてはならな
い（80）。持久系競技は通常、多量のト
レーニングを伴うため（80）、若年アス
リートの発達中の身体に大きなストレ
スを与え、その結果、オーバートレーニ
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能力の測定指標を向上させる安全か
つ効果的な方法であることを示した
研究も多くある（10,41,46）。具体的に
は、競技のみのトレーニングと比べて、
様々な様式のSTは、最大筋力、爆発的
筋力、筋持久力、スプリントスピード、
アジリティテストのタイム、テニスの
サーブ速度、キック速度、投速度、およ
び一般的な運動スキルの向上を強化す
る（10,40,41,46）。しかし現在のところ、
STの諸様式が特に若年アスリートの
有酸素性能力に関連する特性に及ぼす
影響について総括した文献はない。特
に若年の持久系ランナーを指導する専
門職にとっては、ST活動がパフォーマ
ンス関連要因に何らかの有益な効果を
もたらすのか否か、また、そのようなト
レーニングテクニックを現場に応用す
る方法について明らかにすることが有
用である。そこで本稿では、思春期の
ランナーにおける持久走の決定因子に
STがもたらす効果を調査した先行研
究をレビューし、パフォーマンスの向
上とオーバーユース障害を低減するた
めの最善の方策に関するガイドライン
を提示することを目的とする。

持久走におけるパフォーマンスの
決定因子
　持久走のパフォーマンスは、いく
つかの重要な生理学的変数によって
決定づけられることを図 1 にまとめ
た。思春期ランナーのパフォーマンス
を決定する生理学的因子は、成人ラン
ナーと同様であるとみられる（3,27）。
複数の研究において、最大酸素摂取
量（V

4

O2max）が若年ランナー（ 10 ～
18 歳）における 1.5 km走（1,3）、3 km走

（1,50,87）、5 km走（1,27）、およびクロス
カントリー（24,34）のパフォーマンス
の有意な予測因子（ r ＝0.5 ～ 0.9）で
あることが明らかになっている。ま
た、一定時間にわたって維持できる％
V
4

O2maxの 割 合（Fractional utilization
と呼ばれる）も、思春期ランナーの持久

走パフォーマンスと有意に相関してい
ることが明らかになっている（50,87）。
ランニングエコノミー（RE）は、一定距
離を走るのにかかる代謝コストと定義
され（79）、中距離走（3,87）および長距離
走のパフォーマンス（24,34）に関連して
おり、また重要な点として、神経筋系に
関連した特性の影響を受け、それらの
特性はST活動によって向上する可能
性がある（16,29）。またV

4

O2maxにおけ
る走速度は、V

4

O2maxとREの積であり、
思春期ランナーの持久走パフォーマン
スとよく相関している（1,3,24,27）。
　無酸素性の要因が、成人の持久走パ
フォーマンスに貢献することは確立さ
れている（20）。しかし、無酸素性の決
定因子が若年の持久系ランナーのパ
フォーマンスに及ぼす影響は十分に説
明されていない。これはおそらく、若
年の持久系ランナーを対象とした研究
において、無酸素性および神経筋の能
力を定量化するのに用いられたテスト

（ウィンゲートテスト、等速性筋力テ
スト、およびカウンタームーブメント
ジャンプの跳躍高）の性質が特異的で
なかったためと考えられる（3,24,28）。
無酸素性能力と神経筋の特性は、有酸
素性能力の観点からはレベルの近いラ
ンナーの間にパフォーマンスの差をも
たらす上で大きな役割を果たしている

と考えられる（22,67）。またMahonら
（50）は、55 mスプリントとカウンター
ムーブメントジャンプが思春期前の子
どもにおける 3 kmタイムトライアル
の有意な予測因子であることを示した
が、被験者の年齢を考えると、この結果
は単に用いられたテストの範囲におい
て、各個人の有する運動能力が高いか
低いかを反映したものにすぎない可能
性も考えられる。またV

4

O2maxにおけ
る走速度はおそらく、持久系ランナー
の神経筋の特性を示す指標として最も
競技特異的であるが、最大走速度と無
酸素性能力の指標も重要な特性である

（65）。特に 800 m走者は、レースの最
初の 200 mにおいて最大に近い走速度
に到達するが（74）、これには神経筋系
と無酸素性エネルギー供給機構の高い
能力を必要とする。同様に、中距離お
よび長距離走では、レース終盤のタイ
ムが最も速かったランナーが勝利する
ことが多い（85）。したがって、高いトッ
プスピードを有することは、持久走で
成功する上で潜在的に重要である。無
酸素性および神経筋の要因が思春期の
若者における持久系パフォーマンスを
どの程度予測できるにせよ、スプリン
トスピードと筋力特性を強化する活動
を思春期の包括的なフィジカルトレー
ニングプログラムに組み込むことは、

持久走トレーニング ストレングスおよびスプリントトレーニング

有酸素性特性 神経筋系特性
無酸素性特性

Fractional
Utilization

V
4

O2max
ランニング

エコノミー 最大走速度 無酸素性能力

持久走パフォーマンス

sV
4

O2max

図 1　持久走パフォーマンスの主要な決定因子とそれらを向上させるトレーニング様式。
sV
4

O2max＝最大酸素摂取量における走速度　　V
4

O2max＝最大酸素摂取量
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競技種目を特化しているかどうかにか
かわらず推奨される（47,49）。

ストレングストレーニングが
有酸素性パラメータに及ぼす影響
　近年のレビューの結果から（16,29）、
持久系ランナーのトレーニングにST
を追加することは、RE、タイムトライ
アル（ 1.5 ～ 10 km）のパフォーマンス、
および最大スプリントスピードなどの
無酸素性パラメータを向上させる可能
性が示唆されている。REが向上して
も、V

4

O2max、V
4

O2maxにおける走速度、
血中乳酸濃度、および身体組成のパラ
メータに変化がないことは、向上を引
き起こすメカニズムが主に筋内コー
ディネーションの変化とスティフネス
の増大に関連していることを示唆して
いる（16）。具体的には、STは運動単位

の動員、発火頻度、および筋腱スティフ
ネスの増大をもたらし、それらが活動
する骨格筋の長さ－張力関係と力－速
度関係を最適化することで、ランニン
グの代謝コストを低減すると考えられ
る（36）。加えてSTの導入は、V

4

O2max、
血中乳酸指標、および身体組成に悪影
響を及ぼさないことも明らかである

（16）。それと同時に、STを週 2 ～ 3 回
のセッションで 6 ～ 14 週間実施する
と、ランニングのみの対照群に比べて
REが 2 ～ 8％向上している（16）。

思春期のランナーにもたらす効果
　特に若年（＜18 歳）の中・長距離ラ
ンナーを対象として、STが及ぼす影響
を調査した研究が 3 件あり、その概要
を表 1 にまとめた。Blagroveら（17）に
よる近年の研究では、週 2 回、10 週間の

STセッション（主にPTとRT）を思春期
後の若年持久系ランナー（ 17 歳）のプ
ログラムに追加したところ、REに対し
て「有益な可能性あり」（効果量：0.31
～ 0.51 ）、また最大スプリントスピー
ドに対して「有益な可能性が高い」とい
う結果が得られた。ただし、対照群に
みられた変化と比べて統計的に有意差

（P＜0.05 ）があったのは最大スピード
の向上のみであった。一方、Mikkola
ら（58）はトレーニングを積んだ男女の
持久系ランナー（平均 17 歳、V

4

O2max：
62.5 ml/kg/分 ）を 対 象 に、8 週 間 の
ERT、PT、およびスプリントトレーニ
ングを実施したところ、ランニングの
みの群に比べて、走速度 14 km/時にお
けるREに改善がみられ（－2.7％）、また
無酸素性特性（最大無酸素性ランニン
グテストにおける走速度、および 30 m

表 1　ストレングストレーニング（ST）介入が思春期の持久系ランナーに及ぼす影響を調査した研究（n＝3 ）の概要

著者
被験者、

n（I ／ C）、
性別、年齢

研究
期間

（週）
ランニング量

STの
頻度

STの処方
筋力の

主要アウトカム
ランニング関連の
主要アウトカム

Blagroveら
（17）

18（ 9 ／ 9 ）、
男女、
17.2 歳

10
I：週 151 分
C：週 213 分

週 2 回

PT（ 3 ～ 4×6 ～ 8 ／ 15 m）：
ボックスジャンプ、Aスキッ
プ、ハードルジャンプ
RT（ 2 ～ 3×6 ～ 8 レップ）：
バックスクワット、RDL、ラッ
クプル、デッドリフト、ステッ
プアップ、レッグプレス、カー
フレイズ

MVC（ 15.4 ％、ES
＝0.86、P＜0.05）、
vGRFjump（ 6.1 ％、
ES＝0.93 ）、CMJは
Cとほぼ変わらず

sLTPのRE（ 3.2 ％、ES＝
0.31 ）、sLTP－1 km/時のRE

（ 3.7％、ES＝0.47）、sLTP－
2 km/時 のRE（3.6 ％、ES＝
0.51）
20 mスプリント（ 3.6％、ES
＝0.32、P＜0.05）

Bluettら
（18）

12（ 6 ／ 6 ）、
男女、
10 ～ 13 歳

10

両 群： 週 2 回
（25 ～ 30 分間
の 持 続 的 ラ ン
ニ ン グ を 1回、
イ ン タ ー バ ル
を 1 回）

週 2 回

RT（ 3 ～ 4 セット×10 ～ 12
レップ）：レッグカール、レッ
グエクステンション、レッグ
プレス、上肢／体幹エクササ
イズ

STにおける挙上重
量 が 増 加（ 12.2 ～
24 ％）し た 一 方、
ピークトルクには
介入前後で変化な
し

3 km TTは両群とも変化なし

Mikkolaら
（58）

2 5（  1 3 ／
12 ）、
男女、
17.3 歳

8

I： 週 8.8 時 間
（ランニングの
19％をSTに置
き換え）
C：週 8.5 時間

週 3 回

PT： オ ル タ ネ イ テ ィ ッ ド
ジャンプ、カーフジャンプ、ス
クワットジャンプ、ハードル
ジャンプ
ERT（ 2 ～ 3×6 ～ 10 レ ッ
プ）：ハーフスクワット、ニー
エクステンション、ニーフレ
クション、レッグプレス、カー
フレイズ

レ ッ グ プ レ ス
のMVC（ 8 ％）、
1 RM（ 4 ％）、RFD

（ 31％）、すべてP＜
0.05
CMJと 5 ジ ャ ン プ
テストはCとほぼ変
わらず

14 km/時 のRE（ 2.7 ％、ES
＝0.32、P＜0.05）、10、12、
13 km/時のREはNS
12 km/時 のBL（ 12 ％、P＜
0.05 ）、14 km/時のBL（ 11％、
P＜0.05）
MARTに お け る 走 速 度

（ 3.0％、P＜0.01）、30 mス
プ リ ン ト に お け る 走 速 度

（ 1.1％、P＜0.01）

1 RM＝1 回最大挙上重量、BL＝血中乳酸濃度、C＝対照群、CMJ＝カウンタームーブメントジャンプ、ERT＝爆発的レジスタンストレーニング、ES＝効果量、I＝介
入群、MART＝最大無酸素性ランニングテスト、MVC＝最大随意収縮、NS＝統計的有意差なし、PT＝プライオメトリックトレーニング、RDL＝ルーマニアンデッ
ドリフト、RE＝ランニングエコノミー、RFD＝力の立ち上がり率、RT＝レジスタンストレーニング、sLTP＝乳酸増加点における走速度、TT＝タイムトライアル、
vGRFjump＝スクワットジャンプにおける鉛直地面反力
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スプリント）が向上した。注目すべき
は、これら 2 件の研究（17,58）がいずれ
も介入方法にスプリント（ 3 ～ 10×30
～ 150 m）を含めている点であり、これ
は持久系ランナーの神経筋系に非常に
特異性の高い過負荷をもたらす。また
興味深いことに、これらの研究におけ
るST介入群の被験者は、S＆C活動の追
加に応じて週当たりのランニング量を
削減している。ただしトレーニングの
総時間は、介入群と対照群でほぼ同じ
であった。
　Bluettら（18）の研究では、10 ～ 13 歳
の競技レベルのランナーを対象に、
有酸素性とSTの同時トレーニング
を 10 週間にわたって実施したところ、
ランニングのみの群と比べて筋力向上
における優位性は小さく、また 3 kmタ
イムトライアルのパフォーマンスに
変化はなかった。なお同研究は、主に
単関節のマシーンを使ったRTを採用
し、また生理学的パラメータを測定し
ておらず、そのようなことから効果が
みられなかった可能性がある。研究著
者らは、同時トレーニングによる過度
の疲労が、筋力と持久力の適応に悪影
響をもたらした可能性があると推測し
ている（18）。なお興味深いことに、筋
力の適応の抑制は、成人においてSTと
持久系トレーニングを同じトレーニン
グセッションに組み込んだ場合によく
みられるが（90）、子ども（53）および思
春期の若者（75,76）にはそれが起こら
ないようである。干渉作用を引き起こ
すのは、トレーニング量とセッション
からの回復状態であることから（5）、上
記の諸研究が用いた各トレーニング様
式の量は、筋力の適応に悪影響を及ぼ
すほどではなかったと考えられる。実
際、年少のアスリートに比べて多くの
仕事量をこなすエリート若年サッカー
選手（ 17 歳）を対象に、週 2 回、5 週間に
わたってSTを競技特異的な持久系ト
レーニングの後に実施したところ、筋
力およびスプリントパフォーマンスの

向上が、STの後に持久系トレーニング
を実施した群を上回った（33）。
　STのテクニックが若年アスリート
のパフォーマンス関連指標に及ぼす影
響を調査した研究では、被験者として、
フィールド競技、格闘技、コート競技、
水上競技、体操競技、および筋力系競技
のアスリートを採用する傾向がみられ
る（40,46）。高度な有酸素性能力を必
要とする他競技から思春期の被験者を
採用した複数の研究では、様々な様式
のST（ 6 ～ 12 週間）を競技特異的なト
レーニングプログラムに追加したとこ
ろ、Yo-Yoテスト（44,51,72,91）、および
中距離走タイムトライアルのパフォー
マンス（70,73）の向上が競技練習のみの
群を上回った。
　以上を総合すると、思春期の持久系
ランナーのトレーニングルーティンに
STセッションを週 2 ～ 3 回、8 ～ 10 週
間追加すれば、REと最大スプリントス
ピードに小さいが潜在的に意味のある
効果がもたらされる。成人ランナーに
おいてはパフォーマンス向上のエビ
デンスが存在するが（16）、若年の持久
系ランナーについては現在のところ
研究が不足している。より長期的な
介入を実施し（29）、また有資格の専門
職がSTプログラムの監督にあたるほ
うが（16）、得られる効果は大きいと考
えられる。また、成人を対象とした研
究の多くはランナーのトレーニング
にSTを付け加える形をとっているが、
週 2 回のSTセッションを追加するのに
応じて週当たりのランニング量を削減
しても、特に不利益は生じないとみら
れる。

現場への応用
競技種目特化のタイミングと長期
的なアスリートの育成
　思春期は若年アスリートの発達に
とって重要な時期であり、ホルモン状
態が大きく変化して急速な身体の成
長を引き起こす（52）。長期的な青少

年の育成に関する現代の観点から、思
春期の若者は、ひとつの競技のトレー
ニングを集中的に行なうトレーニン
グルーティンを実施したり（年間 8 ヵ
月以上）、あるいは週のトレーニング
の総量（単位：時間）がアスリートの
年齢の数を超えることを、思春期後期
になるまで回避することが推奨される

（47,49,63）。いくつかの持久系競技に
おけるエビデンスは、エリート成人ア
スリートは特定の競技に特化する年齢
が遅く、若年期に多様なスポーツに参
加している傾向を示している（26,60）。
近年の研究においても、U 13 および
U 15 の年齢グループにおいて英国トッ
プ 20 位に入った中距離ランナーが、シ
ニアレベルでも成功を収める例はごく
少数であることが明らかになっている

（43）。成長期において、早期に多様な
スポーツを経験し、遅くに競技特化す
るアプローチをとる若年アスリート
は、思春期前にひとつの競技に特化す
るアスリートに比べて受傷が少なく、
オーバートレーニングに陥るリスクが
低く、より長期にわたってスポーツに
参加している（21,30）。
　青少年アスリートの育成モデルは、
思春期に多様な身体活動とトレーニン
グ様式を採用することを推奨している
が、その中で優先すべきは、運動スキル
トレーニング（MST）と筋力特性の強
化である（47,49）。アスリートの発達
段階を通してST活動に重点を置くこ
とは、神経可塑性が高い時期に筋間お
よび筋内コーディネーションの適応を
最大化すると考えられる（64）。またこ
の時期における筋力と運動制御の強
化は、身体パフォーマンスを向上させ

（10,46）、傷害リスクを低減することが
明らかになっている（62,82）。なお、持
久系トレーニング（および代謝系コン
ディショニング）を他の体力要素に比
べて強調することは、思春期後期まで
控えることが推奨されるが（49）、それ
はこの種のトレーニングが一般的に多
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くの仕事量を伴い、傷害やオーバート
レーニングを招くおそれがあるためで
ある（54）。加えて思春期前の子ども
は、思春期後の若者や成人に比べて、持
久系トレーニングの介入に伴う有酸素
性能力の指標の変化が小さい（＜10％）
傾向にある（54,56）。また近年の研究で
は、思春期前の男子（ 11 歳）は十分にト
レーニングを積んだ持久系アスリート
と代謝特性において同等であり、高強
度運動中の疲労がトレーニング未経験
の成人に比べて少ないことが明らかに
なっている（14）。そのため、思春期前
の子どもは有酸素的な代謝特性の向上
に特化したトレーニングを回避し、重
点を移すのは思春期後に入り、動作テ
クニックと機械的能力を獲得してから
にすることが推奨されている（14）。早
期の競技特化に伴うリスクを踏まえ
て、15 歳未満の思春期のアスリートは
持久走のみに特化せず、STを含めた多
様なスポーツや身体活動に参加するこ
とが推奨される。

トレーニングにおけるミクロサイ
クルの構成
　若年アスリートが競技種目の特化を
選択する以前は、フィジカルトレーニ

ングは半構造的なものとし、試合に向
けたピーキングに重点を置いてはなら
ない（26,63）。これに対し、思春期の持
久系ランナーは通常、試合に向けて週
に 45 ～ 55 マイル（約 72 ～ 89 km）を
走っており（80）、これに学業や社会活
動が組み合わさると、若年アスリート
に大きな身体的、心理的ストレスをも
たらす可能性がある（54）。そのため、
トレーニングはしっかりと構成を組み
立て、個々のアスリートのニーズを考
慮するのに加え、トレーニング間に十
分な回復期間を設ける必要がある。
　表 2、3 に 2 通り示した 7 日間のミク
ロサイクルのデザインは、思春期の持
久系ランナーがS＆C活動をルーティ
ンに組み込む方法を示したものであ
る。思春期の持久系ランナーは通常、
高強度のランニングセッションを週 2
～ 3 回実施しており（15）、これらがト
レーニングプログラムにおいて優先度
の高いセッションとなる（表 2、3 の火
曜、木曜、および土曜）。同様に、思春期
の若者（11,48）および持久系ランナー

（16）には、最低週 2 回のSTセッション
が推奨される。RTセッションは、ラン
ニングセッションから最低 3 時間空け
て実施するのが望ましく（6）、またST

の実施後は、高強度のランニングセッ
ションまで最低 24 時間の回復を挟む

（31）。若年ランナーのトレーニングや
生活の都合に合わせてS＆C活動の予
定を組むための新たなアプローチが、
短時間の活動（「トレーニングユニッ
ト」）を可能な限りランニングセッショ
ンの一部として組み込む方法である

（表 3 ）。このようなプログラムの作成
方法は、おそらく専門的なS＆C施設を
利用できる環境になく、そのため主に
自宅でルーティンをこなしていたり、
あるいは週 2 回のS＆Cセッションをフ
ルで実施すると確約できない若年ラン
ナーにとって好都合である。1 回のト
レーニングユニットの所要時間は 10
～ 20 分のため、ランニングセッション
の前後にS＆C活動をいくらか組み込
むことが容易である。なお、思春期の
持久系ランナーを対象とした研究に
おいて（17,58）、STセッションを毎週組
み込むことは、少なくとも短期間（ 8 ～
10 週間）においては、ランニング量を
増やすより効果が大きいことが明らか
になっている。
　それまでSTに取り組んだ経験がな
いランナーの場合、様々な様式のST
を用いて同様の結果を得ることが可

表 2　思春期の持久系ランナーのための 7 日間ミクロサイクルの例

曜日 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

セッション

（午前）軽いランニン
グを 30 分、

（ 午 後 ）S＆Cセ ッ
ション

イ ン タ ー バ ル
ト レ ー ニ ン グ

セッション

（午前）自転車運動ま
たは水泳を 30 分、

（ 午 後 ）S＆Cセ ッ
ション

テンポランa

（ 20 ～ 30 分）
休息

試合またはイン
ターバルトレー
ニングセッショ
ン

軽 い ラ ン ニ
ングを 45 分

a10 kmレースと同程度のペース（乳酸増加点における走速度）で走る持続的な高速ランニング　　S&C＝ストレングス＆コンディショニング

表 3　思春期の持久系ランナーのための 7 日間ミクロサイクルに、ストレングス＆コンディショニング活動を
ランニングセッション前後のトレーニングユニットとして組み込んだ例

曜日 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

セッション
軽いランニングを
30 分＋PTとRT

MST＋インター
バルトレーニン
グセッション

自転車運動または
水泳を 30 分＋RTと
SC

PT＋テンポラン
（ 20 ～ 30 分）

休息

試合またはイン
ターバルトレー
ニングセッショ
ン＋SC

軽 い ラ ン ニ
ングを 45 分
＋MST

トレーニングユニットは所要時間 10 ～ 20 分とし、激しい疲労を誘発するよりも動作の質に重点を置く。
MST＝運動スキルトレーニング、PT＝プライオメトリックトレーニング、RT＝レジスタンストレーニング、SC＝特異的コンディショニング
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能とみられる。しかし、若年アスリー
トの長期的な適応を最大化するため
には、期分けアプローチを採用し、最
初は基本的運動スキルのトレーニン
グとRTを優先することが推奨される

（9,25,47）。図 2 に、思春期の持久系ラ
ンナーに推奨されるセッション構成、
および各トレーニングユニットの特性
をまとめた。同様のセッション構成の
枠組みは、STプログラムを初めて導入
する持久系ランナーを対象とした他の
研究にも採用され、効果を上げている

（9,17,58）。

運動スキルトレーニング
　MSTは、思春期の持久系ランナーの
ルーティンに組み込むことが推奨され
ており、長期的な傷害リスクを低減す
る効果が期待できる（45,62,82）。この
コンディショニング様式は、準備運動
のウォームアップルーティンの一部と
してランニングやSTセッションの前
に組み込むか、独立したトレーニング
ユニットとして実施するのが望ましい

（82）。MSTは、一般的（基本的）および

特異的（ランニング関連）両方の運動ス
キルと運動制御、バランス、および動的
安定性を強化する活動、ならびに殿筋
群など特定筋群を対象とした低強度の
RTで構成する（37）。

プライオメトリックスと
スプリントトレーニング
　足関節スティフネスの向上を目的
とした低強度のプライオメトリック
エクササイズ、例えばスキップ、ロー
ボックス・リバウンドジャンプ、ミニ
ハードルジャンプ、および短距離ホッ
プ課題は、神経筋系に強い刺激をもた
らすものであり、また単独でREとタイ
ムトライアルのパフォーマンスを向
上させることが明らかになっている

（12,68,71,81,86）。思春期の持久系ラン
ナーは、セッション当たり 30 ～ 60 の
接地回数から開始することが推奨され
る（17）。スプリントトレーニングを用
いた研究もいくつかあり、最大走速度
とパフォーマンス関連要因の向上が明
らかになっている（17,58,59,66）。短距
離（ 30 ～ 60 m）の技術および全力スプ

リントを 3 ～ 5 セット、週 2 ～ 3 回実
施すると、思春期の持久系ランナーに
有益な効果をもたらすことが期待でき
る。

レジスタンストレーニング
　RTでは、ERTと高強度RTをともに
組み込み、運動単位の動員と発火頻度
を増大させることで、ランナーが接地
時に適切に力を制御し発揮する能力を
高める。持久系ランナーの場合、ST介
入後の除脂肪体重の変化は少ないとみ
られるが（16）、特に下肢の近位部周辺
の筋量増加を目的としたRTプログラ
ムを実施することで、REに有益な影響
を及ぼすバイオメカニクス的および生
理学的要因が強化される可能性がある

（36）。スクワット、デッドリフト、ス
テップアップ、およびランジパターン
などのエクササイズは、ランニング動
作に類似した運動学的特性を有するた
め、最大の転移効果が得られる可能性
があり（8）、これまでにいくつかの先
行研究で用いられている（9,17,58）。そ
の他、負荷を用いたジャンプスクワッ

セッション
構成

トレーニングユ
ニットの特性

エクササイズ処
方の例

運動スキルトレー
ニング

プライオメトリックスおよ
びスプリントトレーニング

レジスタンストレーニ
ング

特異的コンディショニ
ング

・可動性

・一般的な運動スキル

・ランニングドリルの練習

・バランストレーニング

・特定筋群を対象とした
活性化

・足関節スティフネス

・動的ランニングドリル

・両脚ジャンプ

・全力スプリント

・低速ホップ＆バウンド

・両脚への負荷

・股関節エクササイズ

・片脚への負荷

・上肢のエクササイズ

・下腿－アキレス腱複合体

・足部

・ハムストリングス

・殿筋群

・腰椎骨盤複合体

・サーキットとして実施（ 2
セット）

・Aウォーク・オーバー・ハー
ドル×8

・オーバーヘッドスクワット
×8

・ バ ン ド レ ジ ス テ ィ ッ ド
ウォーク×8

・シングルレッグ・ルーマニ
アンデッドリフト×8

・BOSUバランス×30 秒
・スプリットスクワット×8

・スプリント 3 ～ 5×50 m

・ローボックス・リバウンド

ジャンプ 2×6

・ミニハードルジャンプ 2×

6

・ホップ＆スティック（多方

向）2×6

・メディスンボール・オーバー

ヘッドスロー 2×5

・バックスクワット 3×8

・ダンベルステップアップ 3

×8

・メディスンボールランジ 2

×12

・プッシュアップまたはイン

バーティッドロウ 3×8

・裸足で：ポゴジャンプ、ミニジ
グサグホップ、Aスキップを各
1×15 m

・カーフプレスホールド 2×60
秒（ 6 秒ごとに左右を入れ替
え）

・ベントレッグ・カーフレイズ 2
×12

・シングルレッグブリッジ 2×8
・シングルレッグ・プローンホー

ルド 2×30 秒
・サイドプランク 2×30 秒

図 2　思春期の持久系ランナーに推奨されるストレングス＆コンディショニングセッションの構成。
各トレーニングユニットの特性とエクササイズ処方の例も示した。処方は特筆しない限りセット数×レップ数。
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ト、メディスンボールスロー、および
ウエイトリフティングなども、ERT活
動として取り入れるのに適している

（8,9,59）。さらに、プッシュアップ、ロウ
系エクササイズ、およびオーバーヘッ
ドプレスなどの上肢エクササイズも、
下肢が生み出す鉛直方向の角運動量
を相殺し、過度の回転力の制御を補助
するものとして取り入れる（42,69,77）。
各エクササイズを 1～3 セット、中レッ
プ（ 8 ～ 12 レップ）で実施すると、ST
の初心者において神経筋の適応を促進
し、なおかつ各エクササイズのスキル
を向上させるのに十分な刺激をもたら
す可能性がある（9,17,59）。思春期のST
経験者には、さらなる過負荷を与える
ために、より高負荷（≧80％ 1 RM）かつ
少レップ（ 3 ～ 8 レップ）で処方する必
要があると考えられ、仕事量はセット
数を増やすことで調整する。

特異的コンディショニング
　若年の持久系ランナーの多くにとっ
て、S＆C活動を取り入れる動機は、パ
フォーマンス向上よりも傷害リスク
の低減にある（15）。身体的、情緒的発
達の重要な時期に激しいトレーニン
グを経験するため、若年の持久系アス
リートは高リスク群に属することが
確認されている（54,80）。実際、思春期
のエリート持久系ランナーは、他の持
久系競技のアスリートに比べて傷害
発生率が高いことが報告されている

（88）。さらに女子の思春期ランナーは、
他競技の若年女子アスリートに比べて
骨密度が低く、骨ストレス障害を起こ
す確率が高い傾向にある（78）。オー
バーユース障害は、多くのランニング
セッションを重ねるなかで、ある構造
にかかる負荷の累積が、その構造に耐
えられる限界を超えた場合に発生す
る（13）。MST、PT、およびレジスタン
スエクササイズは、運動制御を向上さ
せ、骨密度と組織の回復力を高めるこ
とで傷害リスクの低減に貢献する可能

性がある（45,62,89）。また、特定の筋群
や組織に大きな負荷を加えることを目
的としたエクササイズも、腱のスティ
フネス（35）と繰り返し加わるストレス
への耐性（7,19,61,84,89）に有益な効果
をもたらす可能性がある。ただし、事
前に筋群を個別に疲労させると、多関
節動作のパフォーマンスに悪影響を及
ぼすおそれがあるため、これらのエク
ササイズはセッションの最後に、ある
いは単独で実施することが望ましい

（4）。持久系ランナーのための特異的
コンディショニングエクササイズで
は、受傷しやすい特定の構造、あるいは
下肢の関節のポジショニング制御に貢
献する筋群、例えば足部内の関節、下
腿－アキレス腱複合体、および殿筋群
とハムストリングスに焦点を当てる

（2,32,38,55,57,61）。さらに、腰椎骨盤－
股関節複合体の周辺にある近位の筋群
を対象としたエクササイズ（「コアスタ
ビリティ」）は、ランナーに発生しやす
いいくつかのオーバーユース障害のリ
スクを低減する可能性がある（23）。具
体的には、股関節外転筋群および外旋
筋群の筋力とコントロールの向上を促
すエクササイズに有益な効果が期待で
きる（23,39）。

結論
　持久走パフォーマンスは、いくつか
の重要な生理学的変数によって制限さ
れるが、それに加えて無酸素性および
神経筋の要因も重要であることが認識
されている。若年アスリートは、思春
期初期に多様なスポーツおよび身体活
動に参加することが推奨される。年齢
に合わせたS＆Cは、すべての若年アス
リートの長期的な体力向上における包
括的アプローチの不可欠な構成要素と
すべきである。持久走競技への参加を
思春期の身体活動プログラムに組み込
むことは当然可能であるが、若年アス
リートが持久走のみに特化することは
思春期後期まで控えることが望まし

い。若年の持久系ランナーにおいては、
RT、PT、およびスプリントで構成され
る週 2 回のSTセッションを取り入れ
ることで、REおよび最大スプリントス
ピードに有益な効果がもたらされ、パ
フォーマンスの向上に繋がることが期
待できる。またこれらの活動に加え、
MSTと受傷しやすい組織の強化を実
施することは、オーバーユース障害の
リスク低減に重要である。◆
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