
筋力トレーニング 

 

壁倒立 

良い姿勢で、壁倒立をしよ

う。肩が前に出たり、反っ

たりしないよう注意して、少

なくとも２分間頑張ってみよ

う。 

最初は、つらいから短い時

間でもよいけれど、徐々に

長くして、５分間出来れば

最高！！（時間が長けれ

ばよいのかどうか私もよく

わかりませんが、良い姿勢

であれば、長く続けること

は可能です。） 

・point 

 

倒立歩行 

倒立で歩いてみよう。これ

も良い姿勢でないと長い距

離は歩けません。ロングマ

ット２枚分（約 

１２ｍ）は歩けるようになろ

う。写真はちょっと反ってい

るのと膝のゆるみがあるの

が残念ですがまっすぐな、

胸や、腰の締まった倒立姿

勢で、左右の肩に上手に

体重移動させながら、前へ

も重心移動させて上手に

進みましょう。 



 

腹筋運動① 

鞍馬のポメルに足先をか

けた腹筋です。下まで充分

下ろし、力強く顔を膝に付

けるところまで持ち上げよ

う。出来るだけ早いリズム

でやれればいいですね。

（５０回は挑戦してみよう） 

 

腹筋運動② 

V 字腹筋というものです。

仰向けの姿勢から一気に

脚と上半身を持ち上げ、V

字を作ります。 

（膝と顔が着くくらいまで）

また仰向けになるけれど頭

やかかとが床に着かない

ようにしてすぐに再び V 字

になるようにします。 

バランスがとりにくいです

が、慣れることが肝心です

よ。連続３０回はやってみ

よう。 

 

つり 

体操競技では、胸を含んだ

姿勢が要求されます（技に

よってですが）。そうした胸

を含むことと肩が沈まない

ようにする姿勢をつるまた

はつった姿勢といいます。

平均台でそうした姿勢をと

りながら手で歩きます。端

から端まで頑張ってみまし

ょう。 



 

懸垂腕屈伸 

懸垂でもあごをバーの上に

上げるのではなく、首の後

ろをバーに近づけます（腕

の間に頭を突っ込む）。ち

ょっと普通の懸垂よりつら

いと思いますが、両方をお

りまぜてトレーニングすれ

ばいいと思います。女子で

は１０回連続できれば最

高！？（男子では２０回）で

すが、出来なければ、回数

を分けて、あるいは、少し

反動をつけても良いかも？ 

 

片足スクワット 

平均台上で片足ずつ（５回

連続くらいが適当かな）交

互に曲げ伸ばしをします。

平衡感覚も要求されるの

で、女子には良いかも？ 

もちろん平均台上ではなく

てもいいんですよ。 

 

シーソー 

シーソーと呼べばいいのか

わかりませんが、腕を頭の

上でねじって組み、あごを

引き、背中や腰を丸くして、

シーソーのように腕の方と

脚の方に交互に上げ下げ

をします。補強と言うより、

姿勢保持（白樺のポーズと

いう姿勢）の能力を高める

ものですね。 



 

十字倒立 

十字倒立の補強ですが、

補助者の両腕の間で、バ

ランスととっています。十字

倒立がある程度できる人

の補強かな？ 

伸ぴ倒立（伸腕屈身力倒立） 

 

倒立棒を利用して、脚前挙から倒立に上げます。連続５回はできるようにしましょう。補助者は

あまり補助しすぎないようにして（どちらかというとバランス取りをしてあげるつもりで・・・。でも、

上がらない選手には強めに上げてやりましょう。） 

写真の姿勢まで上げるのが一番つらいのですが、背中をつり上げて（丸くして）頑張ろう。写真

の姿勢までいったら、肩があまり前に出ないように手首でしっかりバーを押そう。前屈や開脚の

柔軟性も左右しますね。 



いろいろな種目に使われ、補強と言うより技そのものですから、しっかり身につけてください。 

まずは床で・・。腕に体重を乗せるまでが大変ですが、柔軟性によるところも大です。 

①  

開脚状態で手を着きますが、あまり足を広げると腰が低くなり上げにくくなります。両手を出来

るだけ足の近くに着いて（体が固いとこれが大変で、足幅が広くなったり、両手が遠くなって腕

に腰を乗せるのが難しくなるんです。）、背中を丸くして（ツッて）両腕の方に体重移動をします。 

肩が前へ出過ぎるとつぶれやすいので出ないように頑張りましょう。手首・指先にしっかり負け

ないように力を入れてやります。 

②  

うまく体重が乗せれたら、腰を曲げたままの形で倒立になります。（直角倒立、開脚の場合は

開脚のまま） 

写真は肩がやや出ていますが（やや体の硬い選手なんです）、肩を引いて、やや出っ尻の形

がいいですよ。 



 

直角倒立とは、こういう形なんですが、壁を利用して形を確認してください。 

 

また、壁に上半身（肩部分）をつけて、肩が前に出ないようにしながら上げる練習もいいと思い

ます。 

③  

最後に腰を伸ばしてやり（開脚伸ぴ倒立の場合は、足を閉じながら）、倒立に持ち込みます。 



補助を使って・・。 

 

このように、膝の裏部分を持って補助します。腰を開かないように上げ、また、肩が前に出ない

ように補助者の両膝で肩を支えます。 

肩に体重を乗せてから腰を伸ばすように注意しましょう。（肩を伸ばしてから腰の伸ばしをおこ

なうように。） 

倒立まで上げたら同じ補助で下まで下げてやります。５～６回は繰り返しましょう。うまく上げて

くれないと補助者がくたびれます。（笑） 

 

上水平    

補助者が足を持って水平

位置で止めています。筋力

はもちろん必要ですが、肩

を前に出し上半身と下半

身のバランスをとることが

大切です。写真の一番右

の者が「もっと前！もっと

前！」と指示しています。 

今の体操競技では、この

水平支持の姿勢が多いで

すから頑張ってやりましょ

う。（７～１０秒は姿勢を保



持しよう。）また、ここから、

もちろん補助者に頼るけれ

ど、倒立まで上げてみよ

う。 

そうそう、水平支持の姿勢

ですが、お尻を締めて（肛

門をしっかり閉じる感じ・・・

失礼。）、背を丸めあごを

引いて首を長くするように

頑張ってみましょう。すぐに

は止まれなくても、他の種

目の姿勢保持にも役立ち

ますよ。 

中水平 

 

肩倒立からゆっくりおろして水平位置で２～３秒は止めてみましょう。（５回はやろう） 

胸が落ちたら（そったら）だめですよ。 

水平技 

 

 

 

 

 

ロープの金具にチューブを

取り付けます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

腕を上から通して輪を握り

ます。  

このような姿勢からはじめ

ます。前に体重をかけ始

め、水平位置まで。 

 

 

 

 

必要ならば補助をつけま

す。写真よりも低い位置で

キープすると中水平です

ね。 

背面水平 

 
補助者に首の後ろを下の方に押さえてもらい、体を背面姿勢まで下ろしましょう。 

初めは腰が曲がっても構いませんが徐々に真っ直ぐになるように頑張ることが必要です。 

演技者は脇をしめ、胸が落ちないようにすることが大切です。 



 

倒立腕屈伸（押し上げ倒
立） 

写真はやや反っています

が反らないよう胸を含みお

尻を締めて実施しよう。倒

立から腕を曲げて頭が床

に着くか着かないくらいま

で下げ再び倒立へ戻しまし

ょう。ひじは、曲げたとき外

へ開かないよう注意し（しっ

かり胸を含んで行うとひじ

は外へ開きません。ちょっ

ときついけれど）１０回連続

できるようになろう。（補助

者の持ち上げ具合による

けれど、あまり頼らずに

ね。） 

十字懸垂 

 

足を持ってもらって上から徐々に下ろします。 

肩を前へかぶせ、引っかかるところまで補助で降ろし、とにかく引っかかったところで止めよう。

筋肉が反応しはじめると、力もついてくるので、その後水平まで上げることが必要ですよ。 



 

次ぎに止まる人にわざわざひっかかったところまで降ろしてもらいました。 

形はわかるでしょうか。 

台を使ったジャンプ連続 

 

足首だけで連続にジャンプをします。（膝の曲げ伸ばしを使わない） 

腰が反ったり曲げすぎたりしないよう、白樺のポーズで５０回は連続しよう。 

あん馬で両足の出し入れ 

 

両足を前へ出したらすぐに後ろへ抜きます。抜いたら再び前へ出します。この連続を往復５～

１０回繰り返しましょう。 

出来るだけあん馬に触れないよう頑張ってみましょう。体操に必要なツリがつきますよ。 



肋木腹筋 

 

腹筋はもちろん肩も鍛えられますよ。１０回は連続しましょう。 

セミ（と言うかも？） 

 

身体を締めて、肋木に腕だ

けで写真のように支持しま

す。腕の押さえと身体のよ

い姿勢保持に 

いいかも・・・。（２０秒くらい

頑張ろう。） 

逆セミ 

 

上図の逆の姿勢です。手

首の締めが大切です。 



チューブを使って 

 

チューブ引きです。使っているゴムはスポーツ店で買ったものです。自転車のチューブでもよい

と思います。 

チューブの強さや自分の能力に応じて回数を決めましょう。 

まだこのほかにもいろんな方向に引くことができますので工夫してください。 

倒立はね起き連続 

 

ビデオです。左の画像をク

リックしてください。 

１０回は連続できるようにし

ましょう。バク転はもちろ

ん、瞬発力を養うのにいい

ですね。 

倒立に受けるとき、肘等を

痛めないよう注意してくだ

さい。 

腕支持で肩の上下動 

 

ビデオです。画像をクリック

してください。 

３０～５０回は連続しましょ

う。それを３セット位やれば

いいと思います。 

腕支持のスイング上達に

は欠かせないトレーニング

かも・・・？ 

支持から腕の曲げ伸ばし 

 

ビデオです。画像をクリック

してください。 

７～１０回３セットほどでど

うでしょうか。 



支持でとびながら移動 

 

ビデオです。画像をクリック

してください。 

平行棒の端から端まで１往

復２～３セットしましょう。 

支持力の強化にいいです

よ。 

支持で歩くように移動 

 

ビデオです。画像をクリック

してください。 

上の「とびながら移動」を歩

いておこなうものです。 

体の締め等 

 

ビデオです。画像をクリック

してください。 

これはまだ白樺のポーズと

いうものが一般的でなかっ

た（でもほとんどの選手

が、体の締めの必要性を

考えていたと思います。）

頃、私のあみだした（大げ

さですね。）方法です。特に

上半身や腰の締めがわか

ると思います。 

注意することとしては、手

首は一番上になるときに返

すようにすること。腕で支

持したときの姿勢は胸をツ

リ、お尻を締めるようにしま

す。 

１０回３セット程でしょうか。 



女子の筋トレ   point 

脚力 point 

女子に必要な補強を詳しく教えていただきませんか？倒立歩行や

壁倒立、押し上げなどはやらせているのですがなかなか演技に結

びつきません（＞＜） 

-kousaka- 

 

実際に選手にやらせてきたことや、見てきたことを書きますね。 

①倒立歩行（床面１周） 

②平均台での縦向き倒立（３０秒２セット補助つき） 

③壁倒立（１分３セット） 

④低バーでの振り上げ倒立連続（１０本２～３セット補助つき） 

⑤床面でかかえ込みジャンプ連続（対角線を１往復） 

⑥跳馬助走路でダッシュ（約２０メートルを３～５本） 

⑦補助台から飛び降りてロイター板を蹴ってかかえ込み前宙（着地まで決めるよ

うに１０本） 

⑧高バーにぶら下がり、足首をバーまで持ってくる腹筋と肩の補強（１０本３セッ

ト） 

⑨懸垂腕屈伸（軽く反動を使っても良しで１０回３セット）⑩平均台につかまり、片

足振り上げ（左右の足を交互に前後および横３０回） 

⑪通常の腹筋や背筋（上体起こしやＶ字腹筋３０回） 

 

などなどランダムに書き込みましたが、まだまだあると思います。 

どなたかアドバイスがいただければ幸いです。 

 

トレーニングに割く時間もそうは多くないと思います。 

個々の選手に応じてなりに種目の取捨選択や回数の設定などしてあげればよ

いのではと思います。 

 

また、筋トレーのページにもいくつか載せていますので参考にどうぞ。 

-M(p̂ )̂pさん- 

 
＞なかなか演技に結びつきません（＞＜） 



 

が気になります。もう少し具体的に何が足りないとお感じになりますか？ 

ご意見ありがとうございます。 今教えている生徒がちょっと不器用で、動きにしなや

かさがないんです（＞＜） 一年生のときから一般的な補強はやらせてきたので、ある

程度筋力はあると思うのですが、体操の演技に関しては伸び悩みしているんです。特

に床や平均台が苦手みたいです。 本人はやる気があるので、どうしてもうまくなって

もらいたいので、どんなことでもいいので、［補強には限らず}教えていただきたいので

す。 

-yoshi10(̂ ô )/さん- 

 

目標とする技から逆算して補強を考えるとかなりスムーズに補強が技につなが

るようになります。例えば、『車輪』が目標なら、①倒立の補強、②倒立から倒れ

てくるときの締めと姿勢の補強、③水平辺りでのバーの押しと姿勢の補強、④あ

ふりの直前の抜きの補強、⑤あふりの筋力と姿勢の補強、⑥あふった後の締め

と姿勢の補強、⑦倒立直前の押しと姿勢の補強、などです。これら運動感覚を

補い、強くしていくごとにだんだん『車輪』に近づくのが体感できます。 

-M(p̂ )̂pさん- 

 

＞目標とする技から逆算して補強を考えるとかなりスムーズに補強が技につな

がるようになります 

 

私も同じくこの部分を強調したいです。 

恐らく、動きにしなやかさが無い→キレがない→締めがゆるい→力が無い、とい

った分析だと思います。 

正しいと思いますが、その子は力の使い方や緩急のタイミングが悪いのではな

いですか？ 

やはり近道は実際の演技の基本をなす動きの連続です。 

kousaka さんが書いた①⑤⑦あたりは、床や平均台でも使える内容だと思いま

す。 

床のタンブリング用であれば、バク転の連続も良いです。 

それと女子選手の場合バレエ系の動きを何本も通すことも必要に感じます。 

 

＞kousaka さん 



 

以前、（準備運動かな？）女子選手が平均台に片手を置いて、リズムにあわせ

て脚を上げたり、バレエ系のような運動をしていたビデオを載せていたかと思う

のですが、まだありますか？ 

あれを何本も繰り返すのも良い練習かと思いまして。 

-kousaka- 

 

そうですね。 

私もこの質問をいただいてＨＰに再度載せようかなと思いました。 

ただファイルが重いのが困りものなんですが・・・・。でも、最近はＡＤＳＬも多いこ

とですしいいかも。 

 

超基礎のトップページに載せました。 

役に立てば幸いです。 

http://www.gymnastics-tech.com/tyokiso.htm 

 

約４呼間ずつで次の運動に変わっていますが、８呼間もしくは１６呼間で繰り返し

てください。 

-M(p̂ )̂pさん- 

 

＞kousaka さん 

 

ありがとうございます！ 

これ非常によいと思います。 

曲に合わせても良いと思いますし、リズム・姿勢をしっかり意識して毎日繰り返

すことは床や平均台には役に立つと思います。 

-じむきちさん- 

 

ホント！これいいですね。 

この動きを教えるときに、はじめはやはりリズムなしで、それぞれの姿勢を確認

する必要はあるんでしょうね。 

胸を反ったり含んだりという動きは、しなやかさを表現するうえで不可欠ですし、



それをリズミカルに行うのは、さらに動作のメリハリに効果があると思います。 

 

余談ですが、メリハリっていうのは、筋力のない子には出しづらいんですよね。

「ハリ」がおっつかないから。不器用でも筋力のある子が理解して鍛錬を積むと

「メリ」ができるようになりますから、いずれ「メリハリ」ができるようになる気がしま

す。 

皆さん色々貴重な意見ありがとうございます。感謝感謝です。 

こんにちは！！ 

床の宙返りを高くするには、蹴りと引き上げのタイミング、バク転の体のシメ、などいろ

いろありますが、その中で最も手軽に出来る(とはいってもかなりきついことには変わ

りありませんが・・・)のは、ジャンプ力強化だと思いました。僕はいま、２回捻りやダブ

ルなどの、高さを必要とする技に取り組んでいます。そこで、宙返りの高さアップにつ

ながる脚力補強の方法を教えてはもらえませんか？ちなみに、脚力を上げるからと言

って、引き上げなどの技術的なことをおろそかにするつもりは全くありません！！ 

-yoshi10(̂ ô )/さん- 

 
バーベルを使える場所がありますか？ 

あります。 

毎日満足に使えるわけじゃありませんが、いちおう１００キロくらいまでなら上げられる

かと思います。 

 

床の蹴りのための補強は、瞬発力と締めが大事です。次の二つの補強から始

めてみましょう。①最大瞬発力の補強：腹筋・お尻・太ももの筋肉を最大限に締

め、体重の３倍から１０倍のバーベルを肩の上で１０秒間支えます。１日に３回で

す。まず、怪我をしないようにかなり軽いものからはじめてください。骨盤と背骨

の付け根（腰）は、絶対に反ってはいけません。お尻を全開に締めて骨盤を垂直

にし腰を真っ直ぐに支えましょう。楽に２０秒間支えられるようになったら２．５キ

ロずつ上げていきましょう。②次に、①の７５％のバーベルを肩で同じように支

え、踵上げの補強をします。腹筋・お尻・太ももを最大限に締めたあと、踵を鋭く

上げます。一気に踵を上げます。踵をあげる瞬間にお尻を締めなおし、ひざを締

めなおし、最後に踵をお互いに締め付けあいます。５秒間我慢してから、ゆっくり

下ろします。６回繰り返しましょう。これも１日に３回です。２週間毎日続けましょ

う。連絡ください。 



３倍から 10 倍ですか・・・10 倍はちょっと無理かと思いますが、５倍までならいけると思

います。日曜日は出来ませんが、月曜から土曜までなら出来ると思います。 

一日３回とは、１回ずつの間隔は空けたほうがよいのでしょうか。それとも続けてやっ

た方がよいでしょうか？ 

 

セット間の休憩は、２分ぐらいが良いでしょう。くれぐれも、軽いものからはじめま

しょう。補強は、じっくりやるほうが効果的です。あわてても、速く強くなったりしま

せん。 

わかりました。 

今日は一応、朝と昼にやりました。今のところは１００キロが限界でした・・・②をやって

る最中はシメを意識することができずに苦労しましたね・・・ 

 

はい、最初はそんなものです。毎日、意識することにより、繊細な神経網が出来

上がります。続けてください。 

こんにちは。 

今日も１００キロで３セットずつやりました。が、心なしか足の甲に違和感があったよう

ななかったような・・・いまはもう治りました。ただ、もしこれからまた何か違和感があっ

た場合、続けた方が良いのでしょうか？もしかしたら気のせいだったかも知れません

ので、ご心配なく。 

 

違和感は良くありません。すぐストップしましょう。体の回復速度が追いつかない

ときに起こります。新鮮な野菜と果物をたくさんとって回復を促進してください。 

わかりました。今日やりましたが、違和感は感じられませんでした。 

もうひとつ聞きたいのですが、１００キロも２０秒は耐えられますが、楽にとは行きませ

ん。こういう場合はまだ１００キロを続けた方がよいのでしょうか？ 

ちなみに体重は５７キロです。 

 

身体が健康で２０秒支えられるようになったら、超回復の効果が余りありませ

ん。早速２．５キロ増やしましょう。くれぐれも、時間をかけてゆっくりと進むこと。

日によっては、調子の悪いこともあります。そういう日は無理をしないこと。毎

日、最初は自分の体重の重さ（５７キロ）からスタートして、段階を経て最大荷重

にもって行きましょう。 

 


