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要約
　最近、レジスティッドスレッドト
レーニング（RST）への関心が再燃
している。しかし、若年アスリート
のためのRSTにおける最良の実施
方法に関しては統一的見解が存在
しない。本稿では、スプリントの各
局面（初期加速局面、後期加速局面、
最大速度への移行局面など）の最大
の向上を引き出すことを目的とす
る、準備期におけるRSTの負荷の処
方、トレーニング形式、スプリント
に特異的なトレーニングブロック
への組み込み方法について検証す
る。照準を合わせたRSTを長期的
に実施することによって、若年アス
リートのスプリントスピードを効
率良く発達させられるであろう。

スティッドおよびアシスティッドトレ
ーニングなど）に分けられる。思春期
の開始とともにホルモンと身体構造が
変化するため、特異的な様式はPHV後
に適していると考えられる（21,29）。
　一般に実施されるスプリントに特異
的なトレーニング形式はレジスティッ
ドスプリント、すなわち動作の水平面
で負荷抵抗を加える方法である（1）。
レジスティッドスプリントには多く
の形式があるが、最も多く利用される
方法のひとつがレジスティッドスレ
ッドトレーニング（RST）である。RST
の 2 つの形式、すなわちスレッドプル
とスレッドプッシュを図 1 に示す。ど
ちらもスプリントパフォーマンスの向
上に効果的であるとみなされている

（1）。RSTの負荷を操作すれば、スプリ
ントの様々な局面に照準を合わせるこ
とが可能である。重い負荷は加速局面
を向上させ、軽い負荷は最大速度への
移行局面を向上させる（2,26）。しかし、
新しいタイプのトレーニング方法を

序論
　スプリントスピードは、若年アスリ
ートが競技で成功を収めるカギとなる
パフォーマンス特性である（9,27,32）。
若年アスリートにおけるスピードの向
上は非直線的であり、その原因は、身長
の最大成長速度期（PHV）よりも前に中
枢神経系が発達することと、PHVの中
／後の思春期開始時にホルモン濃度が
上昇することにある（8,20）。したがっ
て、成長、成熟、スピードの発達の相互
作用を反映したトレーニング様式を利
用する必要がある。つまり、PHV前の
トレーニングでは神経系の適応に重点
を置き、PHV後のトレーニングでは神
経および形態学的適応に重点を置くべ
きである（24）。また、年齢、成長、成熟
も相互作用して、スプリントパフォー
マンスの各局面の発達に影響を及ぼす

（18,19）。若年アスリートのためのスプ
リントスピードトレーニングは、非特
異的な様式（伝統的なレジスタンスト
レーニングなど）と特異的な様式（レジ
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導入する際は、まずそれに慣れさせる
必要がある。また、アスリートに適し
たRSTの形式、利用する負荷変数、スプ
リントの局面を選択しなければならな
い。本稿では、若年アスリートのスプ
リントパフォーマンスの向上を最大化
することを目的として、ピリオダイゼ
ーショントレーニングの準備期にRST
を組み込む最良の方法を提案する。

プッシュかプルか？
　スレッドプルもスレッドプッシュも
スプリントの負荷抵抗となるが、運動
学的な差異をもたらす重要な違いが存
在する。とりわけ、スレッドの重量、ス
レッドの位置、腕の推進力の利用に大
きな違いがある。プッシュでは、スプ
リントにおける腕の自然な動きが行な
われないため、スプリントメカニクス
を維持しつつ過負荷を与える方法とは
みなせない。しかし、負荷を加えた状
態の身体姿勢と下半身のスプリントメ
カニクスについては、プッシュとプル
は似ており、スプリントの運動力学に
プラスの影響を及ぼす可能性がある。
類似点のひとつは、重い負荷を利用す
る際の前傾姿勢である。この姿勢がス
プリントのメカニクスに影響を及ぼし
て、テクニックを損なうことは間違い
ない。しかし、その代わりに足の接地
方向を適切にして、加速局面における
水平方向の力の適用を向上させると
考えられる（1,10,25）。ただし、図 2 の
円内に示すように、中～軽負荷をプッ
シュさせると姿勢制御が顕著に損なわ
れ、腰を丸めた前傾姿勢となる。これ
はおそらく、全身／体幹部の筋力の不
足によって足関節から肩関節まで一直
線の姿勢を維持できないことと、腕と
身体を伸ばして高速度でプッシュする
と前方の負荷がそれを支えきれないこ
とによるものである。低速度で前進さ
せるようにすれば、体幹部の筋組織を
鍛えて、適切な前傾姿勢とランニング
メカニクスを強化できるであろう。逆

にスレッドプルでは、腕でバランスを
とって周期的なランニング動作が行な
われ、後方のスレッドとウェストベル
トがそれに対抗する負荷を与えて股関
節の伸展を促す。

負荷の処方
　RSTに関する初期の研究では、負荷
の処方に絶対的負荷と相対的負荷（％
自重）が利用された。しかしこの方法
は、成人アスリートにとっても若年ア
スリートにとっても多くの不都合があ
った（4,5）。例えば、成熟、筋力、トレー
ニング歴が多様な若年アスリートに対
して％自重で負荷を処方すると、長期

的にも一時的にもトレーニング反応に
大きなばらつきがみられた（3,4,29,30）。
同一の％自重の負荷でレジスティッド
スレッドプルを行なわせると、PHV前
のアスリートはPHV後のアスリートよ
りもスピードが 50％以上遅く（29,30）、
PHV後のアスリートのほうがRSTによ
く反応した（6）。さらに、近年の研究に
よると、一定の％自重を利用すると、ス
レッドプル（3）においてもスレッドプ
ッシュ（4）においても、スピードの低下
に大きなばらつきがみられた。したが
って、一定の％自重によって負荷を処
方すると、生じる負担と適応がアスリ
ートによって異なるため、負荷の処方

図 1　若年アスリートによる（A）レジスティッドスレッドプルと
（B）レジスティッドスレッドプッシュ

図 2　PHV後のアスリートによるスレッドプッシュ
様々なトレーニングゾーンにわたって個人別の速度低下を利用する
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として理想的ではない。また、アスリ
ート間のばらつきの程度はスレッドプ
ッシュのほうが大きい。一定の速度低
下（Vdec）を引き起こす負荷のばらつ
きは、負荷耐性が最低のアスリートと
最高のアスリートの間で 2 倍近くに上
ることが示されている。これは複数の
負荷とトレーニングゾーンにわたって
同じである（4）。
　現在、RSTの負荷耐性能力の決定因
子についてはほとんど知られていな
い。スレッドプルで力－速度（FV）と
負荷－速度（LV）の直線関係が存在す
ることは成人において確認されており

（5,7）、のちに若年アスリートについて
もスレッドプル（3,4）とスレッドプッ
シュ（11）で確認されている。LVの直
線関係を利用すると、負荷の増加によ
ってスプリント中に発生するVdecの
程度を知ることができる。トレーニン
グではこれを用いて、一定のVdecを誘
発する負荷を個人別に処方するとよ
い。この方法は多様な若年アスリート
において、スレッドプッシュとスレッ
ドプルのトレーニング刺激を一定に保
つことが可能な信頼性の高い方法であ
る（3,4,7）。Vdecによるアプローチは、
各アスリートに合わせて、個人別の負
荷とトレーニングゾーンを質的に処方
することを可能にする。アスリートの
成熟度の違いとスレッドのタイプやサ
ーフェスの違いを考慮に入れること
によって、望む適応に照準を合わせた
さらに詳細な負荷の個別化が可能にな
る。このアプローチは集団内で負荷の
処方を個別化することを可能にする。
しかしそのためには、各アスリートの
LVプロフィールを作成する必要があ
る。レーザーやレーダーを利用して、
無負荷のスプリント 1 回と、50％ Vdec
となる負荷を挟んで 2 回以上の有負荷
のスプリントにおける最大速度を算定
するとよい（7）。しかしこの方法が利
用できない場合は、タイムゲートを利
用して 5 mスプリットの平均速度の最

大値を測定し、それを基にLVプロフィ
ールを作成してもよい。小型カメラの
進歩により、My Sprint Appなどの携
帯アプリを利用して、信頼性をもって
パフォーマンス値を算定することが可
能になった。つまり、無負荷スプリン
トにおけるFVプロフィールを作成す
ることが可能になった（28）。ただし、
次の点に留意する必要がある。つま
り、Vdecアプローチによって負荷を処
方できるのは、テストとトレーニング
が同じタイプのサーフェスで実施され
るなど、LV関係が確立されている場合
だけである。伝統的なレジスタンスト
レーニングでは、すべてのアスリート
に同一の％自重の負荷が処方されるこ
とはない。同じことはRSTにも当ては
まるはずである。例えばバックスクワ
ットのトレーニング負荷を処方するに
は、段階的な負荷を用いたテストでア

スリートの 1 RMを確立し、その値を基
に％ 1 RMによって負荷を処方する。
同様にRSTの負荷を管理するには、幅
広い負荷を利用してアスリートの能力
をテストし、得られたLV関係を基に負
荷を処方するべきである。表では 3 名
のアスリートを例として、一定のVdec
が発生する負荷のばらつきをスレッド
プッシュとスレッドプルについて示し
た。

重負荷か中負荷か軽負荷か？
　近年の研究（3,4）によって、Vdecに基
づくRSTのトレーニングゾーンが特定
され、筋力－スピードゾーン、パワーゾ
ーン、スピード－筋力ゾーンの 3 つに加
えてスレッドプルの技術的能力ゾーン
に分けられた。Vdecが 10％以下の技
術的能力ゾーンは、スプリントのメカ
ニクスに影響を及ぼすことなく負荷抵

表　スレッドプッシュとスレッドプルで 50％ Vdecが発生する負荷の例
（アスリート別）

最大速度（m/s） スレッドプッシュ（％自重） スレッドプル（％自重）

アスリート 1

50% Vdec 4.0 78 101

アスリート 2

50% Vdec 3.6 69 91

アスリート 3

50% Vdec 3.7 55 77

Vdec＝速度低下

図 3　水平方向のレジスタンストレーニングにおける負荷－速度プロフィール

負
荷

速度の減衰

技術的能力ゾーン
（スレッドプル）
＜10％ Vdec

スピード－筋力ゾーン
（スレッドプル）25％
Vdec

パ ワ ー ゾ ー ン
（スレッドプル）
50％ Vdec

筋力－スピードゾーン
（スレッドプル）75％Vdec

筋力－スピードゾーン
（スレッドプッシュ）
85％ Vdec
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抗を加えたい場合に利用することがで
きる。スレッドプッシュでもスレッド
プルでもVdecが 10％を超える負荷は、
専門的な水平方向のレジスタンストレ
ーニングとして利用することが主張さ
れている（3,4）。図 3 にRSTの直線的漸
進例を示した。図の左から右へかけて
強度（外的負荷またはVdec）の増加に
重点が置かれ、最大速度スプリントに
おける技術的な特異性が低下する。プ
ッシュもプルもLVプロフィールにわ
たって、水平方向のレジスタンスエク
ササイズとして実施することが可能で
ある。ただし、各トレーニングゾーン
で指導の重点が異なるため、適応も異
なる。緑は筋力－スピード、黄色はパワ
ー、赤はスピード－筋力を目的としてお
り、青は例外として技術的能力ゾーン
を示す。
　RSTの負荷変数に関するあらゆる短
期的および長期的研究をレビューした
結果、初期加速局面については軽負荷
よりも重負荷のほうが効果的であり、
後期加速局面と最大速度への移行局面
についてはそれぞれ中負荷と軽負荷の
ほうが効果的であった（1,2,26）。した
がって、様々な負荷とトレーニングゾ
ーンを利用して、スプリントの各局面
を向上させるとよい。RSTは若年アス
リートにとってスプリントに特異的な
トレーニング様式であるが、トレーニ
ング歴、技術的能力、成熟度、筋力を考
慮して、適切なエクササイズを選択す
る必要がある。基礎となる伝統的なス
トレングストレーニングをある程度積
み重ねてから、構造化されたRSTを導
入し、軽い負荷から重い負荷へと漸進
するべきである。重い負荷を利用する
ことは、特定の姿勢、足で地面をつか
む力 、低速度での前進を介して、適切
なメカニクスの習得に役立つ。成熟し
て技術的能力が高い若年アスリート

（PHVの中／後）は、成熟度と筋力の向
上が進んでいるために水平方向の発揮
筋力が相対的に大きく、早い段階で重

い負荷変数を利用してもよい（13,23）。

目指す適応に照準を合わせる
　RSTの技術的能力が低い、経験の浅
い若年アスリートは、強度（外的負荷ま
たはVdec）を段階的に高めて漸進的に
導入する必要がある。指導者は、負荷
がRSTの姿勢メカニクスにどのように
影響するかに注意して、目指す適応を
達成できるように計らうべきである。
ただし、PHV後は全身の筋量と筋力が
増加するため、PHV前のアスリートよ
りも早く重い負荷に適応できる可能性
がある。PHV前のアスリートに対す
るRSTを取り上げた研究は数が限られ
ている。しかし、PHV中／後のアスリ
ートにはスレッドプルのほうが効果的
であることが示されている（29）。スプ
リントトレーニングへの反応のばらつ
きに関する近年のメタ分析（21）による
と、PHV前は全身の基本的動作パター
ンの向上とストライド頻度を増加させ
る活動に焦点を置くべきである。RST
は、スプリントにおける力発揮能力の
向上を目的とする水平方向のレジスタ
ンスエクササイズとみなすことができ
る。ただしPHV前は、トレーニング歴
が長く技術的能力が最高クラスのアス
リートであっても、思春期の成熟度の
発生に差があるため、重い負荷を利用
すると力発揮能力の適応に差が生じる
可能性がある。
　図 4 に、4 つのトレーニングゾーン
にわたって、スレッドプルとスレッド
プッシュで力発揮能力を向上させるエ
クササイズの特異的な漸進方法を示し
た。また、成熟状態に基づくトレーニ
ング反応のバイアスも示した。技術的
能力ゾーンの目的は、スプリントのメ
カニクスの劣化を最小限に留めること
にある。腕の推進力が利用できないこ
ととプッシュするスレッドの重量のた
め、このゾーンはスレッドプッシュに
は適用できない。陸上競技で、スプリ
ントのメカニクスを維持しながら負荷

刺激を加えることが望ましい時期に利
用するとよい。アメリカンフットボー
ルのラインマンなどのポジションや、
ラクロス、ハーリング、フィールドホッ
ケーなどのスティック競技では、ポジ
ションや競技の特異性を考えて、この
トレーニングゾーンを利用しない可能
性がある。スピード－筋力ゾーンは最
大速度への移行局面に照準を合わせて
おり、プッシュでもプルでも利用可能
である。また、若年アスリート、特に成
熟度と技術的能力が低いアスリートに
RSTを導入する筋力育成段階として利
用することも可能である。多様な負荷
でプッシュとプルを実施すれば、スプ
リントの様々な局面に重点を置くこと
ができる。前傾姿勢、適切な姿勢の制
御、膝関節による推進などを指導する
ためにドリルとして組み込むこともで
きる。これらの要素に重点を置くこと
は、特にPHV前のアスリートにとって
有益であろう。PHV前は神経系の適応
が先行するため、スプリントテクニッ
クを焦点とするべきである（24）。しか
し、姿勢制御を強化するために、全身に
よる力発揮能力を水平方向と垂直方向
の両方で鍛えるべきである。技術的能
力ゾーンとスピード－筋力ゾーンの筋
力向上を目的とする導入的負荷は、重
い負荷の利用に先立って、基礎となる
水平方向の筋力トレーニングを経験さ
せる。力発揮能力を向上させるために、
PHV前のアスリートのストレングスプ
ログラムに統合するとよい。このよう
な多面的な育成アプローチは、PHV前
のアスリートが複雑な課題や専門的な
高強度のストレングスエクササイズへ
と漸進する土台となる（12,17,20）。
　パワーゾーンと筋力－スピードゾー
ンは、それぞれパワーと力の立ち上が
り率の最大化を重視する。どちらのゾ
ーンもスプリントにおける加速局面の
強化に利用できる。重い負荷によるス
レッドプッシュはスレッドプルより
も、股関節の位置、姿勢制御、下肢のア
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ライメントの維持に効果的である（1）。
しかし腕による推進がないため、スレ
ッドプッシュはスプリントに対する競
技特異性が低い。そのためスレッドプ
ッシュは、準備期初期に非常に重い負
荷を利用して、全身による水平方向の
力発揮能力を向上させる目的で利用す
るとよいだろう。スレッドプルでは、
ウェストベルトが股関節伸展のキュー

を出す役割を果たす。しかし負荷が過
剰になると、股関節の位置が乱れて至
適前傾角度を保てなくなり、足の接地
方向を乱す可能性がある。

準備期のトレーニング計画
　PHV前のアスリートに対しては、
RSTの負荷のみによるピリオダイゼー
ション計画は勧められない。全身の

動作パターンに重点が置かれず、高く
構造化されているからである（14,16）。
PHV前のアスリート、特に幼少期には、
探索的環境で提供される、あまり構造
化されていない多面的なトレーニン
グアプローチを適用するべきである

（15）。図 5 は、RSTに狙いを絞った高
い構造性をもつ準備期の例である。こ
のトレーニング計画は、団体競技に参

狙いとする適応

成熟状態に基づく
トレーニング反応の
バイアス

技術的能力
＜10％ Vdec

スピード－筋力
25％ Vdec

パワー
50％ Vdec

筋力－スピード
75 ～ 85％ Vdec

メカニクスに影響の
ない抵抗刺激を加え
る。

最大速度への移行局
面における力発揮能
力を増大させる。

後期加速局面におけ
る力発揮能力を増大
させる。

初期加速局面におけ
る力発揮能力を増大
させる。

腕が利用できないた
め適用できない。

最大速度への移行局面
を重視して全身による
水平方向の力発揮能力
を向上させる。

後期加速局面を重視
して全身による水平
方向の力発揮能力を
向上させる。

初期加速局面を重視
して全身による水平
方向の力発揮能力を
向上させる。

トレーニング刺激と、PHV前の年齢関連の神経系
の発達の相乗効果が大きい。

トレーニング刺激と、PHV後の成熟関連の神経お
よび構造的発達の相乗効果が大きい。

図 4　RSTにおける負荷、形式、求める適応、成熟状態の関係

図 5　ピリオダイゼーショントレーニング計画の準備期。PHV後の若年アスリートのスプリントパフォーマンス向上を目的としたRST
の組み込み。PHV＝身長の最大成長速度期、％ Vdec＝最大速度に対する速度の低下率、GPP＝一般的な準備期、SPP＝特異的な準備期
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加するPHV後の高校生を対象としたも
のであり、短距離スプリントの総合的
なパフォーマンスの向上を狙いとして
いる。ピリオダイゼーション計画とは、
総合的なトレーニングプログラムを背
景として、筋力やアジリティなどの重
要な身体特性と、技術的および戦略的
練習を統合したものでなければならな
い。図 5 の計画はあくまで一例であり、
アスリートのニーズ、競技要求、環境的
制約（器具や時間など）に基づいて調整
する必要がある。例えば各ブロック
を 2 ～ 3 週間に短縮したり、参加競技
に該当しないと考えられる局面（野球
やバスケットボールにおける最大速度
への移行局面など）を取り除いたりす
ることによって、8 ～ 12 週間に短縮す
ることができる。
　トレーニング歴が短く経験の浅い
PHV前のアスリートに対しては、十分
な回復と刺激に対する適応が可能な線
形ピリオダイゼーションモデルがよい

（33）。年間のトレーニング計画では、
一般的な準備期（GPP）から特異的な準
備期（SPP）へ漸進することが推奨され
るが（33）、経験が浅く成熟度の低いア
スリートの場合は、GPPに多くの時間
を割くとよい。図 5 は伝統的な線形ピ
リオダイゼーションモデルであり、各
メゾサイクルの前半の 3 週間はトレー
ニング量（セッション当たりのメート
ル数）を漸増させ、最後の 1 週間は量を
減少させる。負荷強度（Vdec）の漸減
に応じて量を漸増させる。強度と量を、
トレーニング期、対象とするスプリン
トの局面、RSTの形式に結びつけるこ
とで、スプリントの運動学と運動力学
の向上を目指す。準備期初期（筋力－ス
ピードゾーンなど）に重い負荷を利用
して、動作の水平面における最大の力
発揮能力の向上を図る。
　試合が近い、特異的な準備期後期（ス
ピード－筋力ゾーンなど）では、負荷強
度を下げてランニングスピードを上
げ、パワーと爆発的なスプリント能力

の発達と維持に努める。トレーニング
の合計負荷を減少させることにより、
試合期に入るアスリートのパフォーマ
ンスにプラスの影響を及ぼすことを目
指している。試合期にもRSTを組み込
み、シーズンを通じて水平方向のスト
レングストレーニングを経験させると
よい。シーズン中、パワーゾーンでは
中程度の負荷を利用するとよい。ただ
し、パワー発揮を至適化するための負
荷を左右する、スケジュール、時間、リ
ソース、疲労などの因子を考慮する必
要がある。

一般的な準備期のガイドライン
　筋力－スピードゾーンの焦点は、筋
力を維持または増大させつつ、力の立
ち上がり率とパワーを向上させること
にある（31）。そのためには、相対的に
重い負荷をできるだけ素早く動かすこ
とによって、力の立ち上がり率に関連
する能力を高める必要がある。重い負
荷を利用するスレッドトレーニング
は、初期加速局面を向上させる（1,26）。
RSTで重い負荷を利用することは、軽
い負荷や無負荷と比べて水平方向の力
の適用を増大させ、初期加速局面を向
上させることが示されている（11,22）。
図 5 に示すように、GPPでは、重い負荷

（％ Vdecが大きい負荷）を用いて、短
い距離（ 5 mと 7.5 m）のプッシュやプ
ルを多レップで実施する。重い負荷を
用いて短距離のプッシュやプルを実施
するのは、不要な疲労（筋緊張の時間）
をもたらすことなく、スプリントの初
期加速局面を向上させるためである。
GPP 1 からGPP 2 にかけて、トレーニ
ングの合計負荷を増加させることによ
り、準備期におけるトレーニングの量
と強度の蓄積を図る。図 3 と図 5 を参
照すると、スレッドプッシュとスレッ
ドプルのどちらも推奨されている。し
かしスレッドプッシュでは腕の推進力
を利用できないため、水平方向のレジ
スタンストレーニングとみなされ、ス

プリントのメカニクスの点で動作の特
異性が低い。したがって、筋力－スピー
ドゾーンのGPPにおいて、重い負荷に
よるスレッドプッシュはスレッドプル
よりも先に実施するとよい。ただし、
アメリカンフットボールのラインマン
などのポジションに対しては、競技や
ポジションの特異性を考慮して、スレ
ッドプッシュを長く実施するほうが好
ましい可能性がある。

特異的な準備期のガイドライン
　パワーゾーンの目標は、最大パワー
発揮への適応を至適化することであ
る。FVとLVの間には直線関係が存在
することを利用すると、スレッドプル
とスレッドプッシュの発揮パワーを最
大化する至適負荷を決定することがで
きる（3,4）。これはVdecが 50％になる
負荷であり、パワーと速度の間には放
物線関係が存在するため、発揮パワー
が最大化される（5）。ただし、発揮パワ
ーを最大化する至適負荷を用いても、
短距離のパフォーマンスの向上が至適
化されるとは限らない。どのようなエ
クササイズでも同じであるが、これは
課題に特異的であり、各アスリートの
FV特性に依存する（6）。パワーゾーン
では、強度を下げながらスプリント特
異性を高めて、後期加速局面に照準を
合わせるとよい。最後のスピード－筋
力ゾーンの焦点は、試合前に力の立ち
上がり率の適応を最大化することに
ある（31）。前のパワーゾーンの強度

（Vdec）の高さによって、課題に特異的
なスピード－筋力の向上に漸進するた
めの確固とした土台が作られる（31）。
RSTの負荷を検証した研究によると、
軽い負荷の利用は最大速度への移行局
面を向上させる（1,26）。図 5 に示した
ように、SPPでは、中～軽負荷（％ Vdec
が小さい負荷）を用いて、長い距離

（ 15 mと 22.5 m）のプルを少レップで
実施する。中～軽負荷を用いて長距離
のプルを実施するのは、スプリントの
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後期加速局面と最大速度への移行局面
を向上させるためである。試合期が近
づいているため、SPP 1 からSPP 2 にか
けてトレーニングの合計負荷を減少さ
せることにより、トレーニングの量と
強度の蓄積が残留疲労を誘発しないよ
うに配慮している。図 3 と図 5 を参照
すると、スレッドプッシュよりもスレ
ッドプルが推奨される。同じ相対的強
度で実施すれば、スレッドプッシュも
スレッドプルに類似する向上をもたら
す可能性があるが、逸話的観察による
と、プッシュはスプリントのメカニク
スに特異的でない。したがってスレッ
ドプッシュは、むしろ準備期における
水平方向のレジスタンストレーニング
エクササイズとして推奨される。スプ
リントにおける腕の推進力の利用は、
スプリントのパフォーマンスにとって
不可欠であるため（13）、試合が近い場
合、可能な場合にはトレーニングに組
み込むべきである。

トレーニングセッションにおける
留意点
　図 5 のピリオダイゼーショントレー
ニング計画の準備期を指針として利用
する際は、トレーニング環境へRSTセ
ッションを組み込む具体的な方法も考
慮する必要がある。大勢のアスリート
に個人別の負荷を処方することは、エ
クササイズのセッティングだけでも一
仕事である。スレッドに載せるウェイ
トの量をセッション開始前にアスリ
ートに知らせておけば、トレーニング
の時間を最大限に生かすことができ
る。また、セッションに参加するアス
リートの総数を考慮して、どのような
グループ分けを行なえばセッションを
スムーズに進められるかも考える必要
がある。例えば、アスリート 1 人当た
りと 1 グループ当たりにかけられる時
間を設定するとよい。1 グループにか
けられる時間を 3 分とすれば、6 人のア
スリートが含まれている場合は、1 人

当たり、エクササイズの準備（ウェス
トベルトやスレッドの交換）とレップ
に 30 秒、レップ間の休息 2 分 30 秒で実
施することになる。したがって、トレ
ーニングの合計時間によって、処方で
きるレップ数が決まる。図 6 に、技術
的能力、スピード－筋力、パワー、筋力－
スピードのゾーンごとの距離の例を示
した。この例では、30 mの無負荷スプ
リントを基準にして、負荷によるVdec
を加味して 1 レップ当たりの距離が等
しくなるようにしている。つまり 25％
Vdecは 30 mの 75％である 22.5 mに等
しいと考える。背中を丸めた前傾姿勢
や股関節における過度の制動など、不
適切なテクニックが利用されていない
かに注意を払う必要がある。そのよう
な状況は、疲労や過度の負荷から生じ
ることが多い。不適切なテクニックが
みられる場合は、前傾姿勢が至適角度
となるように、あるいは狙いとする適
応に合ったVdecになるように負荷を
調整する。
　本稿では、高校の団体競技シーズン
の線形ピリオダイゼーションモデルの
準備期の概要を説明した。しかし、上
級アスリートやエリートクラスのアス
リートの場合は、非線形ピリオダイゼ
ーションやブロックピリオダイゼーシ
ョンなどの特異性の高いモデルにRST
を組み込む必要がある。水平方向のス

トレングストレーニング歴の長いアス
リートを対象として、1 対 1 あるいは少
人数のグループで実施する場合は、ト
レーニング前のFVプロフィールに合
わせて負荷を個別化する、つまりスピ
ード－筋力や筋力－スピードなど、特定
された弱点領域に時間をかける必要が
あるだろう。力や速度の優位性に基づ
いて負荷の質的処方を行なうことは、
試合期のアスリートにも有益であり、
スケジュール上の重要な時期にオーバ
ートレーニングになる可能性を減らす
ことができるであろう。ただし、個人
のFVプロフィールに基づいて負荷を
処方することの効果、特に長期的なト
レーニングプログラムにおける効果を
見極めるにはさらなる調査が必要であ
る。

現場への応用
　スプリントスピードを向上させるに
は、RST（スレッドプルとスレッドプ
ッシュ）を利用してスプリントに特異
的なトレーニングを実施すればよい。
個々のアスリートの成熟度、技術的能
力、トレーニング歴を考慮して、最も適
切なトレーニングプログラムを処方す
る必要がある。
　個々のトレーニングゾーンにおい
て、前傾姿勢、姿勢制御、膝関節による
推進などのメカニクスを重点的に指導

図 6　若年アスリート用のRSTドリルの設定例。無負荷の 30 mスプリントを基準として、
4 つのトレーニングゾーンの運動量が等しくなっている。

技術的能力
ゾーン

スピード－
筋力ゾーン
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筋力－ スピード

ゾーン



60 April 2022　　Volume 29　　Number 3

Parry DA. Variation in responses to sprint 
training in male youth athletes: A meta-
analysis. Int J Sports Med  38: 1–11, 2017.

22. Morin JB, Petrakos G, Jimenez-Reyes 
P, et al. Very-heavy sled training for 
improving horizontal-force output in soccer 
players. Int J Sports Physiol Perform  12: 
840–844, 2017.

23. Nagahara R, Takai Y, Harmura M, et al. 
Age-related differences in spatiotemporal 
variables and ground reaction forces during 
sprinting in boys. Pediatr Exerc Sci  30: 
335–344, 2018.

24 .  Ol iver JL ,  L loyd RS ,  Rumpf MC. 
Developing speed throughout childhood 
and adolescence: The role of growth, 
maturation and training. Strength Cond J  
35: 42–48, 2013.

25. Pantoja PD, Carvalho AR, Ribas LR, 
Peyre-Tartaruga LA. Effect of weighted 
sled towing on sprinting effectiveness, 
power and force-velocity relationship. PLoS 
One  13: e0204473, 2018.

26. Petrakos G, Morin JB, Egan B. Resisted 
sled sprint training to improve sprint 
performances: A systematic review. Sports 
Med  46: 381–400, 2016.

27. Reilly T, Williams AM, Nevill A, Franks 
A. A multidisciplinary approach to talent 
identification in soccer. J Sports Sci  18: 
695–702, 2000.

28 .  Romero-Franco N, J imenez-Reyes 
P, Castano-Zambudio A, et al. Sprint 
performance and mechanical outputs 
computed with an iPhone app: Comparison 
with existing reference methods. Eur J 
Sport Sci  17: 386–392, 2017.

29. Rumpf MC, Cronin JB, Mohamad IN, et 
al. The effect of resisted sprint training on 
maximum sprint kinetics and kinematics in 
youth. Eur J Sport Sci  15: 374–381, 2015.

30. Rumpf MC, Cronin JB, Mohamed IN, 
Oliver JO, Hughes M. Acute effects of sled 
towing on sprint time in male youth of 
different maturity status. Pediatr Exerc Sci 
26: 71–75, 2014.

31 .  Suchomel  T ,  Comfort  P ,  Lake J . 
Enhancing the Force–Velocity Profile of 
Athletes Using Weightlifting Derivatives. 
Strength Cond J  39(1): 10–20, 2017.

32 .  T i l l  K ,  Scan t l ebury  S ,  J ones  B . 
Anthropometric and physical qualities of 
elite male youth rugby league players. 
Sports Med  47: 2171–2186, 2017.

33. Turner A. The science and practice of 
periodization: A brief review. Strength 
Cond J  33: 34–46, 2011.

From Strength and Conditioning Journal
Volume 42, Number 6, pages 91-99.

することが可能である。PHV前であっ
ても後であっても、適切なスプリント
テクニックの強化に利用することがで
きる。
　また、4 つのトレーニングゾーンで、
スプリントの各局面に照準を合わせて
指導することが可能である。準備期初
期は、高強度低速度でRSTを実施して
加速に焦点を当てるとよい。これに対
して試合前は、低強度高速度でRSTを
実施して、後期加速局面と最大速度へ
の移行局面に焦点を当てるとよい。
　スレッドプルでは腕の推進力が利用
できるため、スレッドプッシュよりも
スプリントに特異的である。◆

References
1. Cahill M, Cronin JB, Oliver JL, et al. Sled 

pushing and pulling to enhance speed 
capability. Strength Cond J  41: 94–104, 2019.

2. Cahill MJ, Oliver JL, Cronin JB, et al. 
Influence of resisted sled-push training on 
the sprint force-velocity profile of male high 
school athletes. Scand J Med Sci Sports  30: 
442–449, 2020.

3. Cahill MJ, Oliver JL, Cronin JB, et al. Sled-
pull load–velocity profiling and implications 
for sprint training prescription in young 
male athletes. Sports  7: 119, 2019.

4. Cahill MJ, Oliver JL, Cronin JB, et al. 
Sled-push load–velocity profiling and 
implications for sprint training prescription 
in young male athletes. J Strength Cond 
Res  2020. [Epub ahead of print.]

5. Cross MR, Brughelli M, Samozino P, 
Brown SR, Morin JB. Optimal loading for 
maximizing power during sled-resisted 
sprinting. Int J Sports Physiol Perform 12: 
1069–1077, 2017.

6. Cross MR, Lahti J, Brown SR, et al. 
Training at maximal power in resisted 
sprinting: Optimal load determination 
methodology and pilot results in team sport 
athletes. PLoS One  13: e0195477, 2018.

7. Cross MR, Samozino P, Brown SR, Morin 
JB. A comparison between the force-
velocity relationships of unloaded and sled-
resisted sprinting: Single vs. multiple trial 
methods. Eur J Appl Physiol  118: 563–571, 
2018.

8. Ford P, De Ste Croix M, Lloyd R, et al. 
The long-term athlete development model: 
Physiological evidence and application. J 
Sports Sci  29: 389–402, 2011.

9. Gissis I, Papadopoulos C, Kalapotharakos 
VI, et al. Strength and speed characteristics 
of elite, subelite, and recreational young 
soccer players. Res Sport Med  14: 205–214, 
2006.

10. Kawamori N, Newton R, Nosaka K. 
Effects of weighted sled towing on ground 
reaction force during the acceleration 
phase of sprint running. J Sports Sci  32: 
1139–1145, 2014.

11. Kawamori N, Newton RU, Hori N, 
Nosaka K. Effects of weighted sled towing 
with heavy versus light load on sprint 
acceleration ability. J Strength Cond Res 
28: 2738–2745, 2014.

12. Lesinski M, Prieske O, Granacher U. 
Effects and dose-response relationships of 
resistance training on physical performance 
in youth athletes: A systematic review and 
meta-analysis. Br J Sports Med  0: 1–17, 
2016.

13 .  L loyd R ,  O l iver  J .  S trength and 
Conditioning for Young Athletes (e-book). 
London, United Kingdow: Routledge, 2019.

14. Lloyd RS, Oliver JL. The youth physical 
development model: A new approach to 
long-term athletic development. Strength 
Cond J  34: 61–72, 2012.

15. Lloyd RS, Oliver JL, Faigenbaum AD, et 
al. Long-term athletic development- part 1: 
A pathway for all youth. J Strength Cond 
Res  29: 1439–1450, 2015.

16. Lloyd RS, Oliver JL, Faigenbaum AD, et 
al. Long-term athletic development, part 2: 
Barriers to success and potential solutions. 
J Strength Cond Res  29: 1451–1464, 2015.

17. Lloyd RS, Radnor JM, De Ste Croix MB, 
Cronin JB, Oliver JL. Changes in sprint and 
jump performance following traditional, 
plyometric and combined resistance 
training in male youth pre- and post-peak 
height velocity. J Strength Cond Res  30: 
1239–1247, 2016.

18. Meyers RW, Oliver JL, Hughes MG, 
Cronin JB, Lloyd RS. Maximal sprint speed 
in boys of increasing maturity. Pediatr 
Exerc Sci  27: 85–94, 2015.

19. Meyers RW, Oliver JL, Hughes MG, Lloyd 
RS, Cronin JB. Influence of age, maturity, 
and body size on the spatiotemporal 
determinants of maximal sprint speed in 
boys. J Strength Cond Res  31: 1009–1016, 
2017.

20. Moran J, Parry DA, LIeuan L, Collison J, 
Rumpf MC. Maturation-related adaptations 
in running speed in response to sprint 
training in youth soccer players. J Sci Med 
Sport  21: 538–542, 2018.

21. Moran J, Sandercock G, Rumpf MC, 



61Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

Micheál Cahill：
Auckland Univers i ty  o f 
Technologyの研究員であり、
Athlete Training and Health
のパフォーマンス＆スポーツ
科学の副責任者。

John Cronin：
Auck land Univers i ty  o f 
Technologyの ス ポ ー ツ パ
フォーマンス研究所のストレ
ングス＆コンディショニング
の教授。

Jon L. Oliver：
C a r d i f f  M e t r o p o l i t a n 
Universityのユース身体開発
センターの共同設立者であり
責任者。応用小児運動科学の
教授。

Ken Clark：
West Chester Universityの身
体運動学部の助教であり、バ
イオメカニクスと運動学習を
教える。

Rhodri S. Lloyd：
C a r d i f f  M e t r o p o l i t a n 
Universityのユース身体開発セ
ンターの共同設立者であり責
任者。小児ストレングス＆コ
ンディショニングの准教授。

Matt R. Cross：
Auckland Univers i ty  o f 
Technologyの研究員であり、
Universite´Savoie Mont 
Blancの博士課程に在籍。フ
ランススキー連盟会員。

著者紹介

In
fo

rm
at

io
n

登録情報確認のお願い

新年度がスタートしました！この機会に、NSCAジャパンマイページの登録情報を一度ご確認ください。
● 所属先や住所などが変わった場合は、登録情報の変更をお願いします。
● 必要な情報を確実にお届けするために、メールアドレスのご確認・受信設定をお願いします。

マイページ

スマートフォンの場合

こちらから変更箇所をご入力のうえ
手続きを完了してください

パソコンの場合


