2005-06シーズン トレーニングレポ ート
＜ゴール ＞世界 TOP20（200 8年WOC）
＜トレ ーニングゴール ＞スピー ド強化（ 10,000 m 32分台 を目標 に）
＜今シー ズン ：トレー ニン グ目標＞スピード強化（ 10,000m 34 分台）
3年計 画の最初 の今シーズ ンはとにかくスピー ドの 強化がメイ ンテーマに挙 げられる。 オリエ ンテー リン グ全
体を眺めたとき、 地図読みやルート取りなどのいわゆるテクニカル 面では 世界 の TOP2 0に十分 な技 術が ある
と 昨年ま での経験 で確信できた。 テレイン研究さえすれば 、どんなテ レインでも対 応できる自 信が ある。 あとは
やはりフィ ジカルである 。トップスピードを 維持して走り続けるスピー ドの強 化と 、 連戦に耐えられるストレングス
の徹底的な強化をする 。ター ゲット 種目はリレー・ミドル以下の距離 なので、 長い距 離へ のトレーニン グは メイン
にはならない。 トレー ニン グ量は目標値を 設定せず、 一回一回を集中 して行 うこ とを重要視する 。
メン タル面ではややムラがある。とく にモ チベー ション の 維 持と気 負いすぎる とこ ろに課題が ある ので、 リラッ
クス思考法や休息を積極的に取り入れていく。

ト レーニ ングタ ーム
今シー ズンは 3 つのター ムに分けてトレーニングプランを 考えている 。それぞ れの タームごと にターゲ ットレー
スを設定 し 、タームの 中をさらに鍛錬期・調整期・レース期と区 分する 。ター ムごとにトレーニン グテー マを 決
め、 それによってトレー ニン グプロ グラムを構成す る。 トレー ニン グテーマは一つに絞るの では なく 、３つのテ ー
マを掛け合わせることでテー マの 比重 に合わせてプログラムを 組む。 タ ームごとの プランは下表 の 通り。

ターム 期間

ターゲット大会 トレーニン グテーマ
×スピード

第Ⅰ期 05.11-06.03 全日本選手権 ×スピード

×コーディネ ーシ ョン
第Ⅱ期 06.04-06.08 世界選手権

×スピード
×コーディネ ーシ ョン
×メン タル

第Ⅲ期 06.08-06.10 なし

×スピード
×スピード
×コーディネ ーシ ョン

※ ）コ ーディ ネ ーシ ョン（以下、Ｃ ト レ）･ ･･筋肉運 動の 協 調を 高めるという 意 味で元日本 代表 コ ーチのイー キスが使っていた 。そ れを
拡 大 解釈 し て、筋力 ト レ ーニングや瞬発力 ト レー ニング、柔 軟運動 、コンディ シ ョニングをひ っくるめて Ｃト レと 勝手 に呼んでいる。

第Ⅰ期のト レーニ ング
トレーニン グ方針
昨シー ズンに 見えてきた課題 は「スピ ードはあっても中盤 や終 盤まで持 ち こたえられない」ということ であっ
た 。 決勝で結果を残すには 、いかに筋疲 労を抑えられるか 、または リカバリーできるか が 問 題と なる。
そ こで鍛錬期（1 1〜2月）には３日連 続でスピ ード系のトレーニングを導 入し、 常に全身疲労 でなく筋への スト
レスを感じるように（レー スを続けたときとおなじ 状態）トレーニン グを組んでいくこと にし た。 1 1〜 12月 は レース
シー ズン に向けてとにかくスピードを 上げる。年始 に休みを 入れて、 1〜2 月も引き続きスピ ード強 化を続 ける。
調整期の3月は強化した 身体を調整す るため身体 の動きを滑 らかにす るＣトレを取 り入れる 。基本 プログラム
は下表のとおり。
曜日 11- 12月 鍛錬期①

1 -2月 鍛錬期②

3月 調 整期

月

レスト

Ｃトレ

レスト

火

イン ターバル 400m×12 イン ターバル 300m×15 Ｃトレ

水

イン ターバル 800m×6

木

イン ターバル 1600m×3 レスト

金

レスト

トレイルラン （3〜5 時間） ビルドアップ

土

ペース走（ 10〜20km ）

レスト

レース

日

レース

レース

レース

イン ターバル 600m×10 レスト
Ｃトレ

第Ⅰ期 鍛錬期①
1 1- 12月は計画通りにトレーニングをこなせ、 年末のレー スや 合宿 でもスピ ードの 切れを 見せ ること ができ
た 。インターバルトレーニングは 主に夕方 に行い、週 ごとに量を増 やしていった。300 m×10 、600m ×5、
120 0m×2 から始め、最終的 には 表のレベルま で達成できた。
第Ⅰ期 鍛錬期②
1- 2月は仕事の都合 で出張が多く、毎週同じルー チン でトレー ニン グは できなかった。なる べくスピードトレー
ニングを 連続して行い、 出張先でメリハリのある トレイルラン ニン グを行 い、距離 と強 度を維持 した 。またサ ーキ
ットトレー ニングなどを Ｃトレとして行い、筋 収縮速度を高めた。
第Ⅰ期 調整期
2月までの疲労を取り、鍛 えた 身体の動きをよ くする ためにジ ャンプ・ストレッチなどのコ ンディシ ョニングをＣト
レとして多く 取り入れた。週末 のレースに集中できるよう調整していく。
フィジカルとは別に全日本選手権のマップ研究、イ メージ作りもほ ぼ 毎日行 った 。
全期間を 通して疲労度によって、 朝や昼休みにジョ ギン グ・サイクリングなどを入 れ、 レストデーには ウォーキ
ング 、軽めの筋トレを 入れるこ ともあった 。
第Ⅰ期を終えて
全日本はスピー ドだけで 優勝 を 勝ち得る だけのレベルに持っていくつもりだった が 、 最後ま でスピー ドが持 た
なかった。鍛 錬期②で、量 に偏り質が低下 してしまったのが 惜しまれるが 、 リレー・ ミドル を考 えれば昨年 よりス
ピー ドが 強化されている といっていいだろう。
た だ強化した 身体が十分生 かせていない感覚がある 。世界選 手権 に向けて、 身体を使 うこと を意識的 に行え
るよ うにす ればよりよい結果が得られる 。また 全日本を前に勝 負にこだわりすぎた部分 があった。結 果 に固執
する といい結果 が伴わないことが 多い。 8月に向けてはメン タル 面 での調整も考 えていく必要 がある 。また消
耗す る時期なので食事 やケ アなどに注意を払う。

第Ⅱ期のト レーニ ング
トレーニン グ方針
引き続き「スピー ドを中盤 や終盤まで持ち こたえられるよ うにする」こ とを課 題と した。 第Ⅰ期 では、 筋疲労 を
抑えられる ようになるため、 筋へのストレスを感じる ようにトレーニングを 組み 、スピー ドア ップと短 い時 間の筋
疲労抑制 に一定 の効果が見られた。 第Ⅱ期では、より長い時間(30 〜50分） への 対応 と 心 肺機 能を強化 す る
ため 、よ り持久的 なトレーニングをプログラムした。
そ こで鍛錬期（4〜5月）には5000 ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ （ﾄﾗｯｸﾄ ﾚｰﾆﾝ ｸﾞ ）と １時間のレースペー スでのラン ニン グ（ﾋﾙ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）を２日連 続で集中 して行い、 そ れを１週間で２回行 う。
最終選考会から直前 までの 調整期（6〜7 月）も、基本的 には その 流れを 踏襲 す る。ただ週末 前 には レストを
入れ、週末 のオリエ ンテーリン グに集中する。 オリエンテー リング回 数も増やす 。
世界選手権直前 の7月2 週目からは、 気温も上がり疲れがと りにくく なるの でトレ ーニング量 を減らし、身体 の
切れを維持する ため軽めのインターバルやビルドア ップで流 す。
曜日 4- 5月 鍛錬期

6- 7月 調整期

7-8月 レース期

月

レスト

レスト

レスト

火

500 0ｍ走

500 0m走

イン ターバ ル 300 ｍ×10

水

1時間走（ﾚｰｽﾍﾟｰｽ）

1時間走（ﾚｰｽﾍﾟｰｽ） Ｃトレ

木

レスト

Ｃトレ

ビルドアップ

金

500 0m走

レスト

ジョ グ

土

1時間走（ﾚｰｽﾍﾟｰｽ）

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞ

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞor ﾚｽﾄ

日

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞor 山歩き ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞ

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞor ﾚｽﾄ

第Ⅱ期 鍛錬期
4- 5月は計画通りトレーニングを積めた。オリエ ンテーリン グに 自信があったの で練 習回数 を減らし 、 スピー ド

トレーニングに重点を 置いた が 、結果的にはリズムが 崩れてし まい、選 考 レー スは ミスが多かった。技 術 と フィ
ジカ ルのバランスをとる のが 難しい。
ま た選考 会１週間前に流行りのウイルスに罹ってしまい、生 まれて初 めて40 度 以上の 発熱 を経験し入院。選
考レ ースへ不安 を 残してしまった。仕事 で疲れを溜めた うえ、 ち ょっと痛んだニラを食 べて下痢になって弱 って
いるところで 雨の中トレーニングをしたのが 原因 だろう。生活 のす べてをうまく 管 理しないといけないと ころもま
た 難しい。
スピー ドトレー ニン グは主に夕方に行い、 週ご とにスピ ードを上 げていった。5000 m は キロ4分のペー スから
始め、 最終的にはキロ3分20 のペースで行った。 １時間走は心拍 数 M AXの 80〜85 ％で行い、 レースペースで
ミドルレースより少し長い時間を走りきれるよ うにした。 また朝 や昼 休みにＣトレと して 軽 めの筋 トレを行い、体
幹部 と 股間の外旋筋群 の強化を行い、 フォームを安定 できる ようにし た 。中日は、 ウォーキン グやストレッチ、
軽めの筋トレ、あるいは 完全レストとし、疲 労の除去 を行いスピトレに集中 できるよ うにし た。
第Ⅱ期 調整期
世界選手権代表 に選ばれ、スプリントとリレーに出る可能性があったので 、最 初の方針 を 修 正し、インタ ーバ
ルとビルドアップでキレを 維持 し、週末 のトレーニングに集中 するこ とにし た。 し かし選考 会直後 のユ ニバー 合
宿でひどい捻挫をしてしまい、選考 会後のレストウィークも含 めれ ば計 ３週間、トレーニング 量が 激 減し た。 これ
は体力的以上に精神的 に辛いものであったが、 ジ ム嫌いを我慢してバ イクを漕 いだり、 マシン トレをして体 に負
荷を与えるようにした。 走れる ようになってからも 様子を 見なが らジ ョギ ングから 入 り、ビルドア ップ 、インタ ー
バルへと 移行 した 。レースに集中 し 技術レベルを 落とさないため、 週末 前は レストを入れた 。
第Ⅱ期 レース期
世界選手権直前 ということで疲労を残さないで、 身体のキ レを維持 するこ とを 目的と した。インタ ーバルや ビ
ルドア ップは 追い込むこ とが目的 ではなく 、 身体を 動かすこ とが 目的 であるの で、 走り始めはゆっくり入 り、 ゴ ー
ルライン 手前 までにペースを 上げて行き、 最後は流すトレーニン グと した 。レストの 日 には地 図読み などの マッ
プトレーニングと 腹式呼吸 を中心 にしたリラクゼー ション を取り入れた 。 勝負に固執 し すぎたり、固 定 観念 に縛
られないため全日本選手 権前に行ったイメー ジトレーニン グは行 わなかった。
第Ⅱ期を終えて
予定外の怪我と体調不良 でトレー ニン グ時間 はプランどおりにこなせなかったが 、内 容は 十分評価 できるも
のであった 。世界選手 権の報告書 （PD F）にも書いたように世界 トップの選手と の差が 確実 に縮まった というデ
ータは 大変自信になった。これまで感覚でしかなかった「成長」 を結果 で示せたこ とがこれ までと の 違いである 。
（た だし大会の結果 を示す ことは出来ていない）
オリエンテ ーリングそのものの調整もうま くいった。ナビゲー ション の 調整方法は かなり自分 のペースを 掴め
てきている 。 闇雲に回数をこ なす必要 もなく 、ポ イントを押さえるこ とが 出来 ている。また 、「気 負いすぎない 」と
いうメンタル 面の克服方法 もいろいろ発見できたのは 今後にとって大 きな収穫 と なった。

第Ⅲ期のト レーニ ング
トレーニン グ方針
シーズ ン初めに立てたプランでは 、 第Ⅲ期はスピ ード強化をメイン テーマに据えた が、 よ り強 いフィジカルにな
るにはより多く のトレーニン グができる身体になる必要を感じた 。ここ まで 身 体に少しでも痛みを 感じたらレスト
を 入れ、 万全の状態でトレーニングを行ってきた。その 方向 性 は、継続 的 にトレーニン グを する上で正しい 判断
である が 、そのまま ではトレーニング量を増やせない。よりフィジカルを 高める には 時間を費やす ことが 不可 欠
である ので 、 来シーズ ンに向けた体作りのためのトレー ニン グを行 うこと に変更 し た。
筋力トレー ニン グ、長時間高負荷 のトレー ニングを行い、 体をいじ める。 その ときは痛 み を覚 えても耐 える。 特
に問題 なければ 限界と感じる まで続ける。トレーニング後はケア をしっか りし、回 復 を待つ。長時間 トレーニング
とレストを 繰り返すので総トレーニング 時間はそれほど増えないプランと なる。
国際大 会などのターゲットレースがないので、 ターム全般 を鍛 錬期 と して設定 し 、4週 に1回レストウィークを
入れる。 8月下旬 は世界選手 権の疲れを癒し、暑 い中ムリをせずトレー ニン グ量を 落とす 。9月 か らトレ ーニン
グ量をあげる。 10月8日の10k ロ ードレースは現状把握に利用 する 。 11月26 日のフルマラソン に向けたトレー
ニングを 取り入れる 。
シーズ ン終盤 は少しトレー ニング量を落とし 、新 しい鍛錬期 へ向 けて体 をリフレッシ ュ期間 とす る。
曜日 前半 (8 月）

中盤（9月〜 10 月2 2日） 終盤（1 0月23 日〜 11月1 0日）

月

レスト

ジョ グ

火

サイ クリン グ Ｃトレ

レスト
LSD

水

Ｃトレ

スピトレ（8〜10kmTT） Ｃトレ

木

スピトレ

Ｃトレ

ビルドアップ

金

ジョ グ

スピトレ（8〜10kmTT） ジョ グ

土

レスト

ロン グラン

日

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸ 山走 りorｵﾘｴﾝ ﾃｰﾘﾝｸﾞ

ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞor ﾚｽﾄ
ｵﾘｴ ﾝﾃｰﾘﾝ ｸﾞ

第Ⅲ期 鍛錬期前半
世界選手権後のオフで体を休める。 しばらくは暑さも続くので、 軽く 体を動 かす程度 で、リフレッシュ 。
トレー ニングは、サイクリングやウォーキン グ、ジョ ギン グなど軽 めにし、 週1回森 を走 った。
第Ⅲ期 鍛錬期中盤
体作り。 普段のトレーニン グは 8 〜10km のペース 走を中心 にし てこ れま でより 長い距離 を高負荷 で走 る。週
末のレースを控え、 山走りに行ったり 、 地図調査・試走を利用し て、 長時間体を動 か し続けること で、スタ ミナと
筋力 増強を 狙った 。また 週１〜２回、マシンを利用 した 筋トレを行 い、 筋力補強 を目指 した 。 長時 間のバイクトレ
ーニン グも２週 に１回行った。
1 0月8日の1 0kロ ードレースでは難コ ースながらベストタイムを出せ 、世 界選手権に続 き、 ベースアップが出
来ているこ とが把握 でき、自信 につながった
第Ⅲ期 鍛錬期終盤
シーズ ンの終わり 。 筑波大大会・全日本 リレーに向けて 調整しつ つ、次 の 冬の鍛 錬期 に向けて体を休 める。
その 間にクラブ・大会運営などトレーニン グ以外の活動 に集中 する 。
第Ⅲ期を終えて
職場の仕事量 が増し、思 った 通りトレーニングをこ なすこ とが 出 来なか った 。初 めての 言い訳 。だけど、１年 で
一番 気兼ねなく 仕事が出来る 時期でもあると、 いい意味 で開き直 れ たこと は精 神的によ かった 。
そ んな中、世界選手権のレー ス同様、ロードレースのタイムで 過 去最高タ イム（3 5'06）が 出せたこ とは 、 こ れ
までの 「成長」を確認す るうえで大変有益 なものであった 。一 方で、シー ズン のトレーニン グ目 標（34'30 ）をクリ
アできなかった ことも 事実である。
こ の壁を越えるにはやはりトレー ニング量を増やす ことにし か 解 決方 法が見出 せない。トレーニング 嫌いと し
ては気分の乗らない 選択である が、 悔しい思いをし 、 言い訳するかっこ 悪 さ よりは ましだ。その 下準備とし て、ト
レーニン グテー マの 方向 転換（量重視）を行った が 、果たしてこ れが 正解 だ ったかどうかは来 シー ズン のトレー
ニングと 、そしてなによ りレースに 如実に表れてく るであろう。

総括
トレー ニング量だけを見れば 、過去最高 の量(472.5h ）をこなせた 。500 時間オーバーは最低 目標 であると 思
ったが 、それをこ なす ことは 出来なかった。 しかし怪我 などの 突 発的 なアクシデ ントがなければ、 50 0時間 をこ
なす身体、生活環境 は整えるこ とが出来た。
手探りではじめたフィ ジカル強化であるが 、 レー ス結果から成 長が見 られたこ とは大 きい。 国内の大 会ではよ
ほどのヘマを しなければ 上位３位から落ち るこ とはないし、 世界 選手権 でもタ イム比 などで過去 最高 のタイ ムを
だせた。 トレーニン グ量、ペースもあげる ことができている。この １年での 成長には自信をもっていい。間違 った
ことはしていない。
た だ国内 のレー スでも飛びぬけて早いこ とはないし、ＷＯＣ でも実績 を残 すこ とは できなかった。 よ り強 い選手
になる には 、 こ れまでの自分の限界 を 超える しかない。今年 は トレーニング量 を意識 せずにやる べきこと に集
中してきたが、 ある程度ノルマを持って 行う必要もあるだろう。 気分 が乗らなくても、我慢 しなければ ならないこ
とがある 。精神面での成長 も期待 できる 。
しかし常に忘れてはならないのは 、 「目的」のある トレーニングをする、 「 自信 」をもってトレーニン グす ると いう
こと 。

