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Mar Special 膝のケガに負けない

動きの多様性が
ケガの予防につながる

弓場大士・ワイズ・ワークアウト代表、CSCS、JATI-ATI

やトレーニングをする選手がくるジ

武政あや・ワイズ・ワークアウト、CSCS*D、全日本女子バレーボールチー

ムというスタンスでいます。病院で

ムトレーナー

のリハビリを終えてジムにくる選手

兵庫県西宮市でアスリート専用トレーニングジム「ワイズ・ワークアウト」

でも、実際にはまだ感覚が戻ってい

を運営している弓場氏と武政氏。ACL損傷に限らず、トレーニング指導を通

ないというケースもあるので、そこ

じた膝の障害予防の取り組みについて、対談形式でお話しいただいた。

をトレーナーに任せています。

トレーニングコーチとトレー
ナーの連携

トのときに身体を捻ってしまうとか

のレベルのケガや動きの乱れであれ

股関節が入らないといった動きの乱

ば継続的にトレーニングをしていけ

── ジムではアスリート専用トレー

れがあらわれます。それが膝そのも

ば改善されるというライン（判断基

ニングジムとして活動されていると

のに原因があるのか、股関節や足関

準）が定まってきているので、トレ

のことですが、実際にはどのような

節の機能障害に起因しての問題なの

ーナーに預けるほどでもないと判断

活動をされているのですか。

かはそれだけではわからないケース

した場合は、そのままトレーニング

弓場：現在は私ともう 1 人のスタッ

があるので、その場合はトレーナー

コーチがトレーニングを続けて動き

フがトレーニングコーチ、武政がト

に細かい評価をしてもらうようにし

を整えていくことになります。それ

レーナーとして役割分担をして選手

ています。私の役割はトレーニング

ができないと判断したときにトレー

にトレーニング指導を行っています。

コーチであり、リコンディショニン

ナーの判断を仰ぐというシステムと

ジムにトレーニングにきた選手が膝

グの領域はトレーナーに任せていま

いうことです。

す。

── ワイズ・ワークアウトというチ

トレーニング指導をしてきて、こ

（他の部位でも）に違和感を抱える
場合、大きく 2 パターンのアプロー

ワイズ・ワークアウトはトレーニ

ームの中でそれぞれの役割で連携し

チをしています。1 つは、ジムでの

ングがメインで、病院でメディカル

ているのですね。たとえば膝が痛い

選手との日常的なコミュニケーショ

リハビリテーションを終えて、競技

と言ってきた選手に対しては、武政

ンでケガや違和感などがないかをヒ

復帰に向けたリコンディショニング

さんがトレーナーとしてケガの評価

ゆば

たけまさ

アリングして、選手が「最近膝を痛
めてしまって」と答えてくれて対応
するパターン。もう 1 つは、トレー
ニングをしていく中で動きの乱れや
不具合からケガを見つけて対応する
パターンです。
現在行っているトレーニングは、
セッションの初めに臥位で体幹を意
識したフロアエクササイズを行い、
次に立位でスクワットなどいくつか
の動きのバリエーションを行ってい
くという流れなのですが、膝に何ら
かの傷害が見られる場合、スクワッ

ひろし

あや
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写真 3

写真 1

基本的にはトレーニングの流れに戻

トはありますか。

す方向に持っていき、トレーニング

武政：基本的に全体を見るようにし

の流れの中で重点的にしたほうがい

ているので、膝の問題のときでも膝

いと考えられる動きなどを伝えてい

だけでなく股関節や足関節の動き、

くようにしています。

あとは足趾がうまく動かせるかどう

弓場：トレーニングを行う中で何ら

かなどもみています。下肢に痛みが

かの原因で動きが乱れるなどしてト

あると、膝のケガでも足首の捻挫で

レーニングが行き詰まった場合は、

も、痛みを回避するために体重を逃

トレーナーにお願いして、トレーニ

がすような動きになりがちです。

ングに戻れるまで回復したらまたト

写真 2

過去にそのような経験がある場合、

レーニングの流れに乗せてというシ

痛みがひいて運動ができるようにな

ステムですね。

ってからも本来の身体の使い方に戻

トレーニングコーチとトレーナー

らず、ケガをしていたときの身体の

の情報共有は個別シートで行ってい

使い方がそのまま自分の中の通常の

をする。

ます。同じジム内でも、選手とトレ

感覚として残ってしまい、ケガ以前

武政：痛みを訴える選手には、なぜ

ーナーの会話をトレーニングコーチ

にしていた動きと異なってしまって

痛くなったのか、痛みはどれくらい

が常に聞けているわけではないので、

いるケースがあります。本人がその

のレベルなのかなどのヒアリングを

個別シートに残してもらって、それ

違いに気づかないまま競技での大き

します。それから身体の状態を確認

を見て傷害の程度やトレーニングで

な負荷がかかり続けると、身体も無

します。本当にその部分が悪くて痛

きるレベルを確認します。わからな

意識に他の部位でカバーしようとし

みが出ている場合もあれば、他の部

ければトレーナーに尋ねて、ここま

てしまうので、原因となっている部

位がうまく機能していないために最

でならできる、これ以上はできない

位とは違う部位にも症状が出てしま

終的に膝にストレスがかかって痛み

という話を詰めてトレーニングの流

うことがあると思います。なので、

が出ている場合もあるので、評価を

れにできるだけ戻すというようにし

膝に問題がある場合でも同時に他の

して大まかな予想が立ったら、その

ています。

部位の状態も見るようにしています。

中でトレーニングをして改善したほ

その一例として、病院でオスグッ

うがいい点をトレーニングコーチに

全身を見て評価する

ド病と診断された中学生のピッチャ

伝えて、評価結果に応じてこういう

── トレーニングの中で動きを見る

ーですが、利き手とは逆側の脚（右

プログラムも追加してくださいとい

という話でしたが、膝に問題を抱え

投げの場合左脚）だけに症状が出て

うような形で連携をとっています。

る選手に対して評価する際のポイン

いました。その選手はまだ背が伸び
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成長が落ち着き、また成長ととも
に自然と筋力がついてくれば痛みは

めることは、もちろんドクターの指
標に基づいてと前置きはしますが、

軽減することがほとんどですが、身

「この段階にきたらこれくらいの動

体に見合っていない練習量や競技動

きはできるよ」という判断を明瞭明

作を繰り返すことによる負担が原因

確にできることです。安静にしてい

で起こる場合もあるので、その辺り

れば「日にち薬」で痛みは徐々に引

は患部だけでなく選手の身体全体を

いてはいきますが、それを少しでも

見ながら、本人にも状態を理解して

前倒ししていけるトレーナーの判断

もらえるように、こういうところに

力。どれだけ動きのバリエーション

気をつけてとアドバイスしています。

を増やせられるかというトレーナー
の判断力。で、動かせないもしくは

写真 4

早期復帰の鍵

動かさない期間をできるだけ短く抑

武政：競技復帰の大切な要素のひと

えられ、のちのち選手が競技に復帰

つとして本人の感覚というのもある

したときに頭のイメージと身体の表

と思うのですが、自分の身体をうま

現に感覚のズレを感じさせないいわ

続けているところでしたので、もち

く使うことに優れている選手はトレ

ゆる

ろん純粋に、いわゆる「成長痛」と

ーニングの進行に伴って競技の動き

考えます。

いうこともあります。そこで、膝以

にもつなげられるのですが、苦手な

というのも、膝にしても本人は歩

外の他の部位も確認したところ、利

選手は復帰まで時間がかかってしま

けないし痛みもある。動かすのも怖

き手側の殿部の力が弱く、非利き手

うように思います。

いけど、トレーナー判断で「これは

完全復帰

を果たせるのだと

側（踏み込み脚側）の股関節の柔軟

たとえばACLの再建手術後、リハ

やれるからやっていって」と言われ

性低下がみられました。もしかする

ビリを経てドクターから競技復帰の

てやってみたら意外とできるという

と、ワインドアップ期に軸足で立つ

許可がおりたけど、いざ競技に戻っ

ケースも稀にあるからです。さらに

ときに筋力不足から十分な姿勢保持

てみたら思うような感覚で走れない

それでいて、指示通りに動かしてい

ができないまま体重移動をしてしま

とか。実際は手術も成功して、筋力

くと意外と痛みも取れてきたという

い、そしてそれを受ける踏み込み脚

も回復しているけれど、感覚がうま

ことも結構あります。つい最近も

は十分な股関節の柔軟性がないので、

くリンクできていなくて思うような

ACL損傷をした選手でそのようなこ

踏み込み脚側の大腿四頭筋は余計に

パフォーマンスが発揮できない、と

とがありました。ですので、そうい

ストレスのかかりやすい状況でブレ

いうことがあります。

った判断をはっきりしてくれるトレ

ーキをかけないといけなくなり、片

そのため、競技復帰に向けたリコ

ーナーが身近にいてくれると、我々

側だけに強い痛みを引き起こしてし

ンディショニングやトレーニングで

トレーニングコーチとしては大変あ

まったのかもしれません。

は、その身体をいかにうまく使うか

りがたいですね。

この例のように筋力の弱さや柔軟

ということを、もちろん病院から許

武政：手術後に関して、病院から出

性の低さが部分的にあると痛みを引

可された範囲でですが、なるべく早

されている指標は絶対なのできちん

き起こしやすくなるので、競技の動

い時期からいろいろな視点からの動

と守ります。そしてその中でできる

きにも関連があると考えられる場合

きづくりをするようにしています。

だけ動きのバリエーションを出して

は、原因と思われる部位の筋力や柔

弓場：頭の中でイメージした動きが

おいて、次の段階でスムーズに動け

軟性にもアプローチをかけていきま

すぐに身体で表現できるというのが

るようにどれだけ準備しておけるか、

す。スポーツでは投球動作のように

アスリートとしては理想かなと思っ

手術した病院でもう走っていいよと

同じ方向に捻る動きを繰り返すもの

ています。しかし私も肩の障害で経

言われたらすぐに走れるくらいの下

も多いので、硬さや弱さが出やすい

験しましたが、ケガをしてしまうと

準備をしていたほうがいいと思って

と思われる場合は自分で続けてもら

回路がプツリと切れたようにそれが

います。

えるようなストレッチなどを指導し

できなくなります。私がトレーニン

弓場：先にも述べたように、それは

ています。

グコーチの立場からトレーナーに求

競技復帰が遅れるということだけで
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写真 5

やっていくべきだ

弓場：ただやみくもに重い重量が挙

という判断ができ

げられるように鍛えるということは

れば、注意すべき

ありません。その選手の体格や筋力、

ポイントを選手に

体重が年齢や競技に対して見合うも

伝えてそこを意識

のがあるかどうかを1つの基準にし

しながらやってい

ています。ただそこはトレーニング

けるケースもあり

コーチの感覚であることも多いので

ますし、ちょっと

すが、スクワットであれば動きを見

これはまずいなと

ていてもうちょっと負荷を上げられ

いう場合はトレー

るとか、もっと深く下げられるとか、

ナーに一緒にスク

この競技ならもっと上げないといけ

ワットを見てもら

ないといった具合です。

って判断するとい

たとえばスクワットで80kgを挙

うケースもありま

げる選手が、さらに90kg、100kgと

す。

重量を上げていくことがその選手、

はないと思っています。間が空けば

筋力以外に回復の判断の指標とな

競技、ポジションにとって本当に必

空くほど患部外でもいろいろな機能

るのは、まずは選手本人の感覚を大

要なのかという判断ですね。ある選

が低下してしまいます。もちろんそ

切にしていますが、あとはトレーニ

手のトレーニングを進めて重量を上

れは落としたくないことなので、で

ングコーチが客観的に見たときの不

げていったとき、「もう少し重量を

きるだけ早い段階からいろんなこと

安定感などで判断します。たとえば

上げていって筋力を上げていきたい

をさせたいというのがトレーニング

重さは上がっているけど足元がおぼ

です」となれば90kg、100kgとチャ

コーチとしての考えです。

つかないといったことがありますよ

レンジしてもいいのですが、トレー

とくにうちのようなアスリートの

ね。そういうケースで競技に復帰し

ニングコーチとしては、そのように

トレーニングジムではそこが大切に

た場合、野球やゴルフで力強いスイ

して身につけた筋力を正しく使いこ

なってくるので、競技復帰が早い遅

ングはできるけどフィニッシュがぐ

なすことができる運動能力を引き出

いだけじゃなくて、復帰したときに

らつくとか、サッカーやバスケット

せるかが本当に必要なことなんだと

元の動きと違うとか、元の感覚と違

ボールのストップ動作で止まれるけ

考えています。

うでは困るので、早くてかつ元の状

ど次の動きにスムーズに入れないと

態以上のレベルでというのを追求し

いったことになってきます。

ています。

トレーニングコーチがその選手に
とってこれ以上の重量を挙げる必要

単純に筋力という意味ではスタン

がないと判断すれば筋力は維持に留

ダードなことをしっかりできるか。

め、先に述べたように、その選手の

求められる「動きの多様性」

膝であればスクワットやデッドリフ

体格や筋力、体重が年齢や競技、ポ

── ケガをした選手の筋力が回復し

トといった種目をこちらが最低限の

ジションに対して見合うものであれ

てきたという指標はウェイトの重さ

レベルと考える重さをしっかり挙げ

ば、必要な基礎筋力は身に付けてい

で見ておられるのでしょうか。

られるようになっているか。代償動

るという判断で、追求すべきは運動

弓場：そうですね。単純に筋力の回

作が出ずにしっかり行えているかど

能力の向上だと考えています。

復という点ではウェイトの重さが指

うかというところだと思いますが、

標となります。

動作の安定感やリズムといったとこ

ではなく、自身が専門とする競技の

たとえば膝に傷害を抱える選手で、

運動能力は、競技の種類どうこう

ろは、ウェイトの重さだけが指標で

動きとは異なる動きや全身を使った

スクワットで重さを50kgから60kg

あるとは考えにくいですね。

多様な運動を取り入れて動きの多様

に変えたときに動きが急に乱れると

── 膝に不安を抱えている選手が安

性を獲得していくことで向上すると

いうこともあります。そのときに、

定した動きができるようになってき

考えますので、そのために、専門競

これは数値化できる指標ではないで

たときに、負荷を変えるときはどう

技とは異なる競技を実際に行ってみ

すが、私が見てこの重さでこのまま

いった点をみていますか。

たり、競技特異的なトレーニングに
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写真 6

写真 7

写真 8

とらわれない全身運動を行ったりし

と移行でき、また、膝のみにならず

の選手はケガに強いであるとか、ケ

ています。

傷害に強い身体づくりができるので

ガの多さに悩まされていた選手がケ

はないでしょうか。

ガなく練習ができるようになったと

高校野球部の例では、トレーニング

── 膝が痛いとか、どこかが悪いと

いうことなどは、長くこのようなト

としてラグビーやサッカーを取り入

いうのがその競技が持っている特異

レーニングを続けていくことで実証

れています。ただ実戦形式でしてし

的な動きに起因するものであるなら

できるのではないかと考えています。

まうとトレーニング要素がなくなっ

ば、その競技にはないような動きで

これからは、そのようなトレーニ

てしまうので、トレーニングとして

あったり別の競技をすることで変な

ング方法でどのような効果が得られ

のルールづけをするようにはしてい

不調が解消するということですね。

るかということを少しでも見極めら

ます。

弓場：競技の動作以外の動きをする

れれば、多様なトレーニング様式の

武政：それはジム内での膝に焦点を

ということは傷害予防につながる、

中にも何らかの効率性を生み出せる

絞ったリコンディショニングにおい

と先にも述べました。しかし、トレ

のではないかと考えています。

ても同様で、最終段階では、たとえ

ーニングとして多様な動きを取り入

たとえばテニス選手や野球選手の

ばトレーニングコーチと選手にケン

れることや、自身の競技と異なった

ような肩障害の多い競技では体操、

ケンで体当たり相撲をしてもらうな

競技をするということで、競技力が

鉄棒、倒立歩行、縄跳びで胸郭や肩

ど、あえてイレギュラーな動きをし

向上したり傷害予防につながるとい

甲骨の柔軟性や動きの安定性を、そ

て、競技復帰後に想定外のシーンに

うことを何らか実証する術があるか

して陸上跳躍選手やバレーボール選

直面しても痛みや違和感が再発しな

と問われると、正直困ります。つま

手のようなジャンプ競技では、クイ

いように、身体全体の動きの中で膝

り、野球選手が鉄棒やマット運動、

ックリフトや鉄棒の蹴上がりなどで

が膝としての役割を果たすようなト

縄跳び、ラグビーなどをすることで

下半身と上半身の動きの連動性を、

レーニングを入れてもらうようにし

野球がうまくなるのか、ということ

膝のケガからの競技復帰に向けての

ています。

ですね。実際に選手の中には「これ

最終段階ではサッカーやケンケン相

弓場：このように選手の専門競技と

でいいのか?」と疑問をもった選手

撲、木登りなどで足元の安定感や下

は違う動きを取り入れることで多様

もいていました。

肢の協調性を向上できる、というよ

実際にトレーニング指導している

な動きを獲得し、運動能力の向上に

今は、私のトレーニングコーチと

うなことが明確に実証できればと考

つなげていきます。そうすることで

しての経験、という回答しか思い浮

えています。

はじめて、ウェイトトレーニングで

かばないですが、ただ、傷害予防と

武政：何でもできる身体が必要とい

獲得した基礎的な筋力がそれぞれの

いう点では、うちのジムでトレーニ

うのは、最近になってとくに感じる

競技に求められるパフォーマンスへ

ングしている選手やサポートチーム

という印象があります。少し前の世
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代では、競技以外のところでももう

いけない機会が少なくなり、ストレ

競技、年代に応じた身体が重要

ちょっとうまく身体を動かせていた

スに弱くなっているのかもしれませ

弓場：選手に対しては、その選手の

ように思うのです。

ん。それによってよいところはうま

競技や年齢に応じた筋力ベースがあ

時代の流れや住宅事情などの取り

く成長しているかもしれないんです

ればいいという捉え方をしています。

巻く環境の変化によって、発達過程

けど、本来はそれに伴って他の部分

野球の理想的な筋力やバレーボール

においてしっかり発達しておいてほ

もついてきてベースアップにつなが

の理想的な体型といったところです。

しいタイミングに十分でないまま次

るというはずのところがついてこな

たとえばバレーボールでは、私の

の段階にいってしまったりだとか、

いから、その弱い部分に痛みが出た

経験ですが、身長に対してある一定

幼児期においても数十年前にはあっ

り障害になったりするのではないか

ラインの体重を超えてくると膝や足

たような公園の遊具が危ないという

なと思います。

関節に障害が出てくる選手が増える

ことで撤去されていたり、治安の問

── 昔に比べて、負荷の多様性とい

と感じています。おそらく着地の衝

題により外で遊ぶ機会が失われてし

うのが少なくなってきているのかも

撃が大きいとか、バランスがとれな

まっているだとか。そういう本当は

しれないですね。トレーニングは目

いといった原因があるのかなと。な

ベースをつくりあげられる機会があ

的とする部分、要素だけを取り出し

ので、しっかりとした筋力ベースが

ったはずなのに、そこを逃してしま

て鍛えようというような発想がおそ

あって基準となる体重に近づいてく

った子どもたちが中学生や高校生に

らく含まれると思いますが、それが

ると、選手に身体の感覚や競技コン

なって競技をしていって、もともと

狙った要素を鍛えるためにはよかっ

ディショニングを確認するようにし

の身体のベースが不十分な状態で、

たとしても、それ以外の要素が相対

ています。

運動強度が高くなってくると身体の

的に減ってしまう。

弱いところに負荷がかかってきて痛

弓場：確かにウェイトトレーニング

な競技に基準となる理想的な体格や

みなどが出てしまうのではないかと

は身体をつくったり筋力を高めるに

体重、筋力は指標としてあったほう

いう感じがします。もっと昔ならど

は効率的ですよね。見た目も変わっ

がいいと思います。ジムでのトレー

れだけ練習がきつくてもケガ人がい

ていくので選手も実感しやすい。

ニングでは、トレーニング中の選手

ないチームもあったのではないかな
と。

バレーボールに限らず、さまざま

ですが、動きの多様性という点で

の主観と、トレーニングコーチとト

は、下半身を中心とした強化であれ

レーナーが客観的に動きを見て、適

近年、スポーツ科学の発達や浸透

ば、スクワットを行うよりも重たい

当と思われる体格や体重、筋力を判

により競技力の発展など様々な恩恵

リュックを背負って山を登り下りし

断するようにしています。

を受けてきた反面、選手は幼いうち

たほうが下半身の本当の意味での力

武政：確かに、体重が重くなりすぎ

からいいものだけを与えてもらって

強さというのは出るのかなと思いま

ると、筋力が高くて体脂肪が少なく

しまったがゆえに無駄が省かれすぎ

す。

ても痛みが出やすいという傾向はあ

ることでストレスに対応しなくては

るように思います。バレーボールは
跳ぶ競技なのでとくにそう感じます

■さまざまな競技ができる身体を持つアスリートを

ね。野球では体重が少し多めでも大
丈夫な場合もあると思いますので、

ワイズ・ワークアウトは、ゴルファー

なのかなと思うので、幼児期などには体

がゴルフのためのトレーニングをするの

操や水泳をさせるべきだと思っています

ではなく、アスリートとして万能な身体

し、欧米のように学生の間はシーズンを

をつくって、その万能な身体を持った人

分けて異種の競技に挑戦することは、専

によっても変わるでしょう。コンタ

がゴルフをしている。というのが目標の

門競技の競技力向上や傷害予防にもつな

ようなトレーニングジムです。世間一般

がることだと考えています。

クトがあるかないか、相手の動きや

的には、野球選手であれば小さい頃から

「ワイズ・ワークアウトの選手」をつく

野球だけをさせるというようになってし

っていく。その人が野球でもゴルフでも、

まっているように思いますが、それでは

「ワイズ・ワークアウトでトレーニング

動きの多様性を得る機会を減らしてしま

している人は何でもできますよ」という

っているのではないでしょうか。個人的

のが当ジムの目標です。

には、体操競技や水泳が身体運動の原点
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そこはやはり競技によって変わって
きます。ラグビーなどはポジション

状況によって自分の動きを変える必
要があるのかどうかなど、競技の特
性によって様々あるとは思いますが、
いずれの競技においても、やはりも
っとも大切なのは選手の主観的な競
技中の感覚だとは思います。

特集／膝のケガに負けない

写真 9

なところに問題が

ズンを通して身体の好調を維持し続

出るということが

けることは大変難しいことですが、

本質的な問題なの

それもまたトレーニングの役割とい

かなと思います。

えると考えます。

弓場：膝は膝だけ

武政：ウェイトトレーニングをしす

じゃないですよね。

ぎて肉離れを起こす選手が以前より

身体全体としての

増えてしまったという話を聞くこと

動きがある中での

があります。トレーニングをして身

膝としての機能や

体を大きくして筋力も強化されてい

役割なので。とく

るのに、なぜそういったケガが起き

にトレーニングコ

てしまうのか。大きく重くなった自

ーチとしての立場

分の身体をうまく動かせなくて肉離

ではそのような考

れが起きてしまうということが一因

え方で捉えるよう

にあるのではないかと思います。バ

弓場：体重や筋力が基準ラインまで

にしています。

レー選手は毎日何百回とジャンプ動

きたら、そこからは先に述べたよう

武政：女性選手の場合にはホルモン

作を繰り返しますが、肉ばなれはあ

に筋力を維持もしくは筋動員を高め

のバランスによる影響などもケガと

まり聞きません。おそらく毎日ジャ

るための刺激が入れられればいいと

の関連が考えられているので、外傷

ンプをしていることで神経的な回路

思っています。スクワットやデッド

に関しては全部が全部とは言えませ

がきちんとできているために肉ばな

リフトでは高重量で数回挙げられる

んが、障害という部分で言えばうま

れが起きにくいのではないでしょう

ようにするとか、クイックリフトに

く身体を動かせていなくて起こる場

か。そういった例から考えてみても、

重点を置くとか。それまでにウォー

合が多いかなと思います。先ほどの

身体の使い方というのはすごく大切

ムアップセットとして何回か回数と

話のように身体のベースが足りなか

だなと思います。

セットを重ねますが、全体的なトレ

ったり動きが足りなかったりといっ

── 安心して見ていられる時期はな

ーニングのボリュームは増やさない

たことが原因になるケースが多い。

かなかこないわけですね。レベルが

ようにしています。

外傷の場合は難しいかもしれません

上がったら上がったなりの苦労や心

が、慢性障害の場合はその可能性が

配が出てきてしまう。

ーニングは、フィールドでは先に述

高いと言えると思います。

弓場：そうですね。シーズンを通し

べた多種多様な動きのトレーニング

── 身体が理想的に仕上がってくる

てギリギリの挑戦をし続けるアスリ

を行い、ジムではさまざまな動きを

と問題はどこにも出なくなってきま

ートにとって、ケガに対する予防は

サーキットトレーニングのように組

すか。

常に考えておくべきことですが、た

み合わせて行うことで動きの多様性

弓場：動きがよくなってくると、今

だ、トレーニングコーチとしての役

をつくり出すようにしています。

度は逆に身体が追いつかなくなって

割は、まずは選手の基礎筋力づくり

基準ラインを超えた選手へのトレ

しまうことがあります。つまり、ケ

だと考えています。そして次に動き

身体全体を見た中での膝

ガはイメージ通りに動けず起きてし

の多様性を追求していくことです。

── 膝にケガが起きる場合は、身体

まう場合と、イメージよりも動けす

そうしたことが、膝のケガを予防

のどこかに何か問題があって、運動

ぎて起きる場合があるということで

することやその他の部位のケガを予

を繰り返すことで歪みが生まれてく

す。そのアンバランスをどうコント

防することに結果としてつながって

る。それによる痛みが膝に出たとい

ロールできるかもまた、トレーニン

くることだと考えています。

う結果なのかなとお話を伺って思い

グの大切な役割ですよね。

ました。身体のどこかには問題が出

あとはほとんどの競技にはシーズ

るんだけども、それが膝に出たとい

ンを通しての活躍が求められるので、

う結果。
「膝に痛みが出た」という

疲労や気持ちの乱れが影響してケガ

ことだけでなく、膝以外にもいろん

の要因となることもあります。シー

（山村聡、浅野将志）
■メモ
ワイズ・ワークアウト
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