・
ジヤンプ
ストップ3」
「

登場人物

叶

未来トレーエング塾のと長。
バスケットボールがうまく強くな
るためには、カラダの動きを
根本から見直すことが必要だ
ということで、「動きづくり革
命」 を提唱。その第一歩を
未来トレーニング塾で解説す
る。

き
今までできなかつた動きが

るようになる!動 きに対する 意識"を 変えてみよう!!
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ダイ スケ ︻痛 っててて〜〜︒とも

︒
す ︵
写真２ ⁚Ａ︶

スでつま先を内側に向けて立ちま

ルがうまく働 いて股関節が内側 に

森川 ︻それは︑インナー ・マッス

前回から︑ストップする時の姿

み コーチ︑それじ ゃ強すぎ ますよ

なじれるようにな ってきたからだ
よ︒

るのかな ？

りが突 っ張るよう にな ってきまし
た︒

かかるよう にな ってお尻 の奥 の辺

︒
真３ １Ａ︶

歩かないように気を つけてね ︵
写

こ歩きでかまわないのよ︒ただ足
が出な いからと いって膝を曲げて

ともみ ︼うまく内側になじれな い
人は︑最初そんな感じかな︒無理
に足を前に出さずに︑ちよこち よ

ダイスケ ︼なかなか前に足が出な
い︒こんなんでいいんですか？

膝を曲げな いように足を出して歩
︒
いていきます ︵
写真２ｉＣ︑
２︲Ｄ︶

や った レ ツグ ・アダ クシ ョン＆ア

森川 ︼それじ ゃ︑もう 一度最初 に

ハルカ ︼３往復終わりました︒

焦らず に継続を ！

な︒

だ気を つけてもら いた いのは︑し

時間がかかると思う けど ︑だ んだ

森川 ︻まあ︑ダ イ スケはち よ っと

森川 ︼そうそう︑ この エクササイ

ハルカ 一だんだん股関節の横が痛

︵
３︶つま先を内側に向けたまま︑

２︶息を吐 いて仙骨を締め︑股
︵
関節から反る姿勢を作ります ︵
写

勢について解説して います︒この
姿勢は︑以一
Щンャンプ ・シ ュート
で解説した ク
トリブ ル ・スレ ッ

から大丈夫︒しかし︑本当 に硬 い
わね︒ これじ ゃ︑脚も広がらな い

ズ では ハルカのよう にお尻の奥 の

くな ってきたんですけど⁝︒

レツ ・
グ
アダクション
パロトナー・
＆アプすクション・
ワイド
森川 工則回︑股関節がきちんと内

着きそうだ ったよね︒
ハルカ ︼だけど ︑少しブ レーキが

う にな って いる︒お尻の奥 の方が

ハルカ ︼さ っきよりも力が抜 けず

あせ

れができ て いな いと逆効果だ から

っかりと仙骨を締め ること ！ こ

んと こうな ってくるはずだよ︒た

方が ストレ ッチされるのを感 じて
ほし いんだ︒ これが股関節を外側

ともみ ︻そうね︑その辺りに股関

ブダ クシ ョン ・ワイドをや ってみ
て︒

ともみ ︻この前 は︑膝を閉じるよ

にねじる外旋筋群なんだよ︒

節を内側 にねじる小 讐筋があ る

はず ね︒

ともみ ︼軽く補助して いるだけだ

ト ・ポジシ ョン″ ︵
２０１０年 ２
月号１６４ページ参照︶です︒こ

森川 一ハルカはどうだ い？

ダイ スケ 一本当 にそ んな ふう にな

︑ク
の姿勢が ま でき
う
な
い
の
は
く
仙
骨を締める生こ
とだけでなく︑ク
股

う に内側 に倒すと力が抜けて床 に

真２ ・Ｂ︶︒

関節を内側になじる ことができ
︐
な いのが大きな原因だと いうこと

側 にねじれるかどう かと いう こと

ダイ スケ 中そんなと ころ全然伸び

にし っかりと膝を内側に倒 せるよ

がわか つてきました︒今回は︑こ
の ク
股関節を内側にねじるηこと
ができるようになるためのエクサ
サイズを考えていきましよう︒

を確認するために ク
レ ツグ ・アダ
クシ ョン＆アぃ
フダ クシ ョン ・ワイ

た感覚な いけどなあ︒

から︑かなり つらくな ってくるわ
よ︒だけど︑無理に股関節を内側

ストレッチされて いるのがよく わ

るから股関節 の前と か横とが詰ま

にねじりすぎると腰が反 ってお尻
が後ろに突き出て︑仙骨が締まら

森川 ︻ダ イ スケ の場合は︑硬すぎ
ったような感じがするんじ ゃな い

かります︒

ドクと いう エクササイズを行 って
もら ったね︒
を曲げ ︑開 いて閉じてをする動き

かな？

なくなるから気を つけね ︵
写真３

ダイ スケ 一仰向 けで脚を広げ て膝
ですよね︒

ダイ スケ ︻確 かにそう です︒詰 ま

︒
︐Ｂ︶
ダイスヶ ︻メチャメチャ股関節の
横が つらくな ってきたんですが︑

が入 ってブ レーキが かか つてく る

のがよくわ かるわ︒

ダイ スケ 一や つと ３往復終わりま
した︒

ともみ 一補助してもし っかりと力

森川 ︼そうそう︒少 しは動く よう

って痛く て動かな いと い った感じ

これでどれくらい歩くんですか？
森川 一通常は︑コート３往復くら

森川 ︻お疲 れさま ！ ダ イ スケも
レ ツグ ・アダ クシ ョン＆アぃ
フダ ク

違うよ︒脚が開 いて内側に倒れる
ようにな ってきた︒

いかな︒

ダイ スケ 一え つ︑ ３往復もす る
の！ ダ ッシ ュするよりもき つい
よ︒

森川 ︻そうだろう︒少しず つだけ

インタロナル・
ローテロション・
ウオロキング

です︒

にな った ？
ダイ スケ ︻いや〜︑なかなか動く
ようになりません︒
ともみ 一男 の子は硬 い選手が多 い
からね︒ち よ っとやそ っとじ ゃ動

森川 一それじ ゃ︑その詰まりを解
消 し て いく た め に クイ ン タ ー ナ

味 に痛くなるでし よ︒

ど 動 いて いくよう にな るからな︒

ダイ スケ 一あれ ！ さ っきと全然

シ ョン ︒ワイドをや ってみて︒

森川 一それじ ゃ︑もう 一度や って

ル ・ローテーシ ョン ・ウ ォーキ ン

ハルカ ︻だけど︑だんだん痛 みが

くよう にならな いよな︒
みて︒とも み コーチ︑ダイ スケ の

グ″と いう エクササイズを紹介し
よう︒とも み コーチよろしく ！

なくな ってきて歩きやすくな って

ともみ ︻そうそう︑じわじわと地

動きを補助してあげ て︒
ともみ ︼わかりました︒それじ ゃ

ともみ 中は い︑
それじ ゃダ イ スケ︑
ハルカ 一緒 にや ってみて︒

ダ イ スケ︑膝を開 いて閉じてと動
かしてね︒私が膝を持 って補助す

ダイ スケ ︼だけど ︑まだお尻 の奥
︵
１︶肩幅よりも少し広 いスタン

きました︒

︒
るから ︵
イラ ストー ⁚Ａ︑ １ ⁚Ｂ︶
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★ バスケツトボール塾"を 開催中

hHp://www sundaigakuen ac,p

!

よ り「素早 く一歩で抜 き去 る ドライブの動 きづ くり」 を実施 しています。体験
入学は無料 となつていますので、お問い合わせ ください。
● 日時 :毎 週水曜 日、午後6時30分 から受付。7時 〜9時
●場所 :駿 台学四中学校・ 高等学校体育館
東京都北区王子6‑1‑10(」 R・ 南北線・ 都電王子駅 より徒歩 10分 )
1月

スケツトボール塾
★ボランテイア・スタツフ募集中ツヽ
バスケッ トボール塾での指導 をお手伝 い してくれるボランテ ィア・ スタッフを募集
しています。動 きづ くりや トレーニングに興味のある大学生以上 のバスケ ッ トボール
経験者。詳 しくは有限会社 ファース トステ ップまでお問い合わせ ください。

●参加費用 :月 額9,450円 (税 込)
0お 問い合わせ :有 限会社 ファース トステップ
TEL:03‑5965‑5755 FAX:03‑5965‐ 5756 http://wwwl「 st,p
*駿 台学国ホームページにて バスケッ トボール塾"を 紹介 しています。

★単行本 『動 きづ くり革命 partl』 を販売中
が単行本になりました(送 料込1,000円 )。 詳しくはホームページをご参照ください。
革命」
が伸び る感じはしな いんだよな︒

森川 ︼まあ︑そう焦 らず に︒毎 日

やれば ３〜 ４週間すると︑かなり

でにお尻 の奥 が伸び るよう にして

変化を感じることができると思う
よ︒だ からこれを継続 して次回ま

1‐

きてくださ い︒

仰向けに寝て脚を広げて膝を曲げ、閉 じて開いてを繰 り返す。補助役の人に膝を
持 つてもらう。股関節が内側にねじれるようになるのを目指す。

ダイ スケ 一は〜 い︒

ヽ
― トナー・ レッグ・アダクション&ア ブダクション 。ワイ ド
′

B
インターナル・ ローテーション 。ウオーキング

肩幅よ りも広めのスタンスでつま先を内側に向ける。息を吐いて仙骨を締め、股関節から反る。つ
ま先を内側に向けたまま、膝を曲げないよ うに歩 く。無理に足を前 に出さず、ちよこちょこ歩きで
OK。 ただし、膝を曲げないよ うに注意 しながら、 コー ト3往復の距離を頑張つて歩こう。

2‐

A

つ ま先を内側に向ける
/
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