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自転車競技部
2010年度のトレーニング指導方針と成果

形本
中務
はじめに

1

これまで陣頭指揮にあたってきた監督が研究科長職に就
き，部活動に割ける時間が少なくなってきたため，監督代
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が，指導の時間が少なくなることによって，必然的に起こ
りうる傾向にあることでもあるので，特に注意を払った一
年でもあった．

行職のほか，ブロックごとの指導体制をひいて，影響を最
小限に食い止め，重点強化部として責任を果たせる体制を

2)

トレーニングの原理，原則の再確認

敷いた．このような体制は部始まって以来のことでもあ

メニュー立案に際しては，近代トレーニングを支える 3

り，必ずしも十分に機能したとは言えない面も見られた．

つの原理，すなわち，過負荷，可逆性および特異性の原理

今後，現状分析を行って問題点を明確にし，改善策を立て

についても，改めで心を砕いた．

て次年度以降の指導に生かす必要があると考えている．

トレーニングの強度や時間，回数，頻度は，選手の持っ

本年度も，週 6 日のトレーニング体制を敷き，授業開講

て いる能 力を 刺激す る水 準にな けれ ばなら ない（ 過負

期間中の 4 月～7 月は，練習量不足を補うために週 2 日，

荷)4) ．また，トレーニングにより機能や構造に生じた持

6 時から早朝練習を実施して， 8 月末に開催される“イン

続性のある拡大現象としてのトレーニング効果も永久的で

カレ”に備えた．特に，今年度は以下の事柄に留意しなが

はなく，トレーニング間隔が空きすぎてしまうと後戻りし

ら，指導を行った．

てしまう（可逆性)2) ．さらに，トレーニング効果は，行
われた運動形態に依存する傾向にある（特異性)7)．
これらに加えて，トレーニング計画を組織化するときに

トレーニングメニューの工夫

2
1)

単調さの回避

必要な漸進性，自覚性，反復性，全面性，個別性などの原

自転車競技部では，部員を大まかに短距離班，中距離

則6)を考慮しながらメニューを作ることは，現場に足繁く

班，ロード班の 3 グループに分け，監督が作成した 1 週間

通う者でなくては難しいものがある．このことから，指導

分のメニューに沿って，各班に分かれてトレーニングする

者同士の情報交換を密にするよう心がけた一年でもあった．

ことを常としている．トレーニングメニューの作成にあた
っては，各班を構成する数名の部員の特徴とできあがり具

3)

各グループ別のトレーニング上の留意点

合等を思い浮かべながら，もっとも良い内容を考えること


◯

短距離班

になる．その際もっとも注意しているのは，トレーニング

自転車競技では，スプリント， 1 km タイムトライアル

刺激のステレオタイプ化の回避である．人の体は適応能力

およびチームスプリントが短距離種目である．したがっ

が高いので，どんなに優れたトレーニングであっても，単

て，運動時間はおよそ10数秒から70秒前後となる．ヒトの

調に同じ内容を続けることは避けなければならないからで

筋運動のエネルギー供給系は， ATP PC 系と乳酸系およ

ある．この点はこれまでも常に注意してきたことであった

び酸素系からなるが，70秒以内の運動はその65以上を無
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酸素系（ ATP PC 系と乳酸系）に依存することが指摘さ

1
3

れている1)．必然的にトレーニングの狙いは，無酸素的エ
ネルギー供給系のパワーとキャパシティ（容量）の向上に
おかれることになる．このとき，シーズン初期の段階では
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まずは容量の向上に主眼が置かれ，その後パワーのトレー

が，選手の基礎的能力はまだその域に達していないと判断

ニングと向かうのが，世界的に用いられている方法であ

し，今年度は中枢循環能力と無酸素能力，特に乳酸系のエ

る．そこで，本学自転車競技部もこれに従って 5 月一杯ま

ネルギー供給能力の向上を狙ってトレーニングすることに

では容量の向上を意図したトレーニングに主眼を置き，そ

した．この目標を達成するため，個人および団体で行う 1

の後徐々にパワーのトレーニングへと変化させ，インカレ

km から 3 km の距離を使ったレペティション・トレーニ

に臨んだ．具体的には，同じ距離をスプリントするにして

ングを中心にメニューを組み立て，インカレを目指した．

も，シーズン初期はギヤ比を抑えて，少ない回復時間で比

しかし，インカレではわずかの差で 5 位となり，4 位以上

較的多数回反復するという手法を採用した．そして，シー

に与えられる順位決定戦に臨むことができなかった．ま

ズンの深まりとともに，ギヤ比をあげ，回復時間を長くし

た，目標とした 4 分30秒を切ることもできなかった．

て，反復回数も抑えるようにした．

したがって，一見今回のトレーニング戦略は誤っていた

また，チームスプリンではスタートダッシュが極めて重

かにも見えたが，選手のほとんどは個人追抜の記録を，数

要であることから5)，短い距離を使ったスタンディングか

秒から10数秒更新して，4 分55秒から 5 分03秒まで伸ばし

らのダッシュ練習も週に 1 回は必ず実施させるように配慮

た．このことから，与えたトレーニングの内容に，特に大

した．スタートダッシュの速い遅いには，スキルが大きな

きな問題はなかったと判断している．個人の記録の伸びを

影響を及ぼすことは間違いないが，筋力がなくては大きな

団体追抜の記録に反映できなかったのは，トラックを使っ

加速を得ることは難しいので（力＝質量×加速度），シー

たチームとしての練習が少なく，団体追抜競走に必要とさ

ズン中でもウエイトトレーニングを欠かすことのないよう

れる先頭交代と走行スキルの獲得が不十分であったとこと

に指導した．

によると反省している．

選手は東日本学生選手権チームスプリント大会記録更

次年度は，今年のトレーニングによって果たすことがで

新，全日本アマチュア選手権大会 1 km タイムトライアル

きた選手達の中枢循環能力の向上を背景に，筋の酸化能力

優勝，全日本学生選手権 1 km タイムトライアル優勝のほ

の改善を狙いとしたトレーニングを多く取り入れ，トラッ

か，スプリント系種目で多くの活躍を見せてくれたので，

クを使った交代および走行練習も可能な限り多くして，飛

このようなトレーニング上の工夫は効果があったものと考

躍的な競技力の向上を果たしたいと考えている．

えている．

◯

◯

中距離班

ロード班
今年のロード班は， 4 年生 2 名， 2 年生 1 名， 1 年生 3

このカテゴリーには，4 km 個人追抜，4 km 団体追抜，

名となり，下級生中心のチーム編成となった．4 年生は団

スクラッチおよびポイントレースが入る．競技の特性から

体追抜のメンバーも兼ねたことから，多くは望めなかっ

判断して，心臓の拍出能力を中心とした中枢循環能力と無

た．勢い 1・ 2 年生の活躍にかけるしかなく，苦しい戦い

酸素能力のほか，素早い回復に関与する筋の酸化能力も重

が予想された．

要となると考えられる．特に，今年は団体種目である 4

1 年生 3 名のうち二人は，高校時代ロードで活躍した実

km 団体追抜で好成績をあげることを最大の目標として，

績があったが，残りの 1 名は中距離種目中心の競技生活を

トレーニングに取り組むことになった．

送ってきたこともあり，ロード選手としての走りはできて

この種目は 4 km の距離を 4 名の選手が同時にスタート

いなかった．日頃の練習でも彼だけ遅れをとることが多

し，一列棒状となって先頭交代を繰り返しながらゴールを

く，練習について行くこともできない状態が 7 月まで続い

目指す競技である．先頭に出たときは，空気抵抗に負けな

た．また，1 年生は入学後 6 月頃から環境の変化による疲

い強い引きが，後ろに回ったときは素早い回復が要求され

れもあって，一時的に調子を落とすことが多いことから，

ることになり，この両者に関わる能力をトレーニングで身

7 月までの 1 ヶ月間は，練習量を意識的に 2/3 程度に落と

に付けなければならない．

すことにした．結果的には，これが功を奏し，夏合宿前に

この 2 つを同時に狙うのがもっとも良い方法と思われる

病気でトレーニング中止を余儀なくされた T 君の除いて
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はその後調子をあげ，出走154名中 39名しか完走を許され

また，最近のレース設定の傾向から，ロードマンには，

たかったインカレで，それぞれ17位および33位と，1 年生

平地でのスピードに加えて，優れた登坂力も求められるよ

としては十分な成績をあげた．特に，実績のなかった A

うになってきた．大学の近辺には長い坂が取れるコースは

君の17位は，春先の出来を考えると立派なものであり，賞

ないが，勾配が 7～ 10の 400 m ほどの坂が 2 ヶ所あるの

賛に値すると考えられる．

で，遠くに出かけることができない平常授業時は，この坂

2 年生の N 君は，入学後着々と力をつけ，今年は修善

を使ったコース設定をして活用した．平地は速いが坂が遅

寺オープンロード学生 3 位，全日本学生ロード 4 位と，学

い，逆に坂は速いが平地のスピードに欠ける．このような

生界を代表するロードマンにまで成長し，インカレでの上

選手の育成をするにはどうすればよいのか．ヒントらしき

位入賞が期待された．しかし，レース途中でパンクに見舞

ものと，その生理学的根拠に少し近づいた 1 年でもあった．

われてリタイヤを余儀なくされ残念な結果となったが，10
月に熊本で行われた国際ロードレースには学連代表として

おわりに

3

選抜され，活躍してくれた．次年度でのさらなる飛躍が期
待される活躍振りであったと思われる．

自然の発育発達がほぼ終了している大学生は，科学に基
づいたハードトレーニングによってのみ，競技力の向上が

インカレ後の 9 月中旬に行われるツール・ド・北海道

図れると考えられる．つまり，彼らの競技力向上は，日々

は，我が国最大の国際的なステージレースで，ロードチー

のトレーニングを工夫して行うことによってしか達成でき

ムを持つクラブはプロアマを問わず，この大会への出場を

ない可能性が高い．大学生競技者を高校時代より高いレベ

目指している．本学は，2010年度も出場権を獲得したが，

ルまで“育成”できるかどうかは，指導者の“頭脳的戦略”

選手の中にシニアの大会には出ることができないジュニア

にかかっていることを再認識させられた一年であった．

相当の年齢の者や，教育実習に出かける者がいて選手が揃
文

わず，出場辞退をせざるを得なかった．選手はもちろんの
こと我々指導者も，大学の校章とネームのついたユニフ
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