クリーン

大事なのは基礎トレーニング。
ビッグスリー、クイックリフトなどで
最大筋力・パワーを向上させる

学でいろいろな勉強をしていまし

きず、雑誌を読んだりしながら独

トレーナーの道を諦めることはで

不明確で、まずはいったん就職し

るためにはどうすればいいのかが

た。しかし、当時はまだＡＴにな

トレーナー（ＡＴ）の道を考えまし

で 区 切 り を つ け、 ア ス レ チ ッ ク

などもありボクシングは大学時代

級９位にランクされました。ケガ

王を獲得し、ジュニアウェルター

プロボクサーとして、全日本新人

大学入学後にボクシングを始め、

ションを行っていくべきだと考え

け、試合に向けてピリオダイゼー

ダッシュなどを組み込む時期を設

導体関連の部署で働きました。でも、 い距離を走る時期と強度を上げた

ようということで、一般企業の半

ていました。

グのスタミナには直結しない。長

れがちでしたが、それはボクシン

ただ長距離を走ればいいと考えら

当時、ボクサーのロードワークは

な筋力トレーニングの指導でした。

グや、器具を使わないベーシック

どは教えず、行ったのはランニン

とはいえウエイトトレーニングな

とＳ＆Ｃを指導しました。Ｓ＆Ｃ

のトレーナーとなり、ボクシング

在籍していた輪島ボクシングジム

しています。

川崎新田ボクシングジムでも活動

けています。また '05 年からは

Ｃコーチとして、現在も指導を続

その縁で早稲田大学水泳部のＳ＆

のトレーニングを見る機会があり、

に早稲田大学水泳部のキャプテン

を持つことができました。この時

Masahiro Nagasawa

＆Ｃの基礎を学ぶ。帰国後は輪島ボクシングジム、東海大アメリカンフットボール部のＳ＆Ｃ
トレーナーを経て、
2003年にＪＩＳＳの非常勤スタッフに。'07年、
フィジックスコンディショ

た。そのころに日本のＡＴの第一

興味が移ったからです。

りも、選手を強くすることの方に

になりました。選手を守ることよ

＆Ｃコーチへの道を模索するよう

になり、このころから本格的にＳ

が、Ｓ＆Ｃに強い興味を持つよう

ともとはＡＴを志望していました

州立大でＳ＆Ｃを学びました。も

アイダホジュニアカレッジとユタ

で 歳の時、アメリカに留学し南

りないことを痛感しました。そこ

はベースとなる知識がまだまだ足

東海大での経験を経て、自分に

Ｔを１年間勤めました。

ンフットボール部のインターンＡ

ナーを務めていた東海大アメリカ

しました。麻生さんがヘッドトレー

人者の麻生敬さんと出会い、師事

す。その辺りがファンクショナル

やクイックリフトを行わせていま

イズを行ったうえで、ビッグスリー

ンドリルやコレクティブエクササ

構いますので、アクティベーショ

どで体の使い方がへたな選手は結

しています。確かに、ボクサーな

して出力を高めていくことを重視

んできるよう、エンジンを大きく

まざまなアスリートと接する機会

の８００ｍ、レスリングなど、さ

任し、水泳やセパタクロー、陸上

の非常勤トレーニング指導員に就

ＳＳ（国立スポーツ科学センター）

'03 年に有賀先生の紹介でＪＩ

します。

恵まれた環境だったことを思い出

を使うことができたので、非常に

たころで、東洋一とも言える施設

新のトレーニングセンターができ

となりました。当時は東海大に最

カンフットボールのＳ＆Ｃコーチ

で、'01 年、再び東海大アメリ

部Ｓ＆Ｃコーチを募集していたの

当時、東海大の有賀誠司先生が外

はもう伸びない」と実感しました。

Ｓ＆Ｃコーチはおらず「このままで

とはいえ、当時ボクシング界に

えに階級についてはジムのスキル

も低下する可能性があります。ゆ

があります。またモチベーション

的なダメージを負ってしまうこと

誤り、急激な減量が続くと、致命

す。勝敗に直結し、階級の選択を

はボクサーにとってすごく重要で

まったらムダですから。階級設定

も、それを減量で削り落としてし

必要です。せっかく筋肉をつけて

ています。だから、練習をたくさ

グとは、その競技の練習だと考え

極のファンクショナルトレーニン

るとは、正直思っていません。究

で、選手のパフォーマンスが上が

ストレングストレーニングだけ

礎トレーニングです。

基本は同じで、つまるところは基

水泳選手でも、教えていることの

に行っていません。ボクサーでも

など、流行りのトレーニングは特

にファンクショナルトレーニング

ワーを向上させることです。ゆえ

心とした最大筋力および一般的パ

スリー、クイックリフトなどを中

チの役割とは、基本通りのビッグ

いたります。私が考えるＳ＆Ｃコー

ショニングジム」を立ち上げ、今に

し、その後、
「フィジックスコンディ

ＪＩＳＳでは '07 年まで在籍

'99 年に帰国後、自分がかつて

といえば、そうなのかもしれませ

マンスに貢献する度合いは低いと

グだけを行っても、選手のパフォー

に、ファンクショナルトレーニン

グだと思います。それらを行わず

オーソドックスな基礎トレーニン

一番はフリーウエイトを用いる

けています。そういう意味でも、

うえで筋出力を上げることを心が

い正しい体の使い方を覚えさせた

と、最低限のビジネススキルを持

力 や 持 久 力 を 有 す る こ と。 そ れ

ニングを定期的に行い最低限の筋

導をきちんとできること。トレー

は、まず科学的根拠に基づいた指

考える、トレーナーに必須の条件

ンになっていくと思います。私が

ソナルトレーナー ) 育成がメイ

トレーナー ( Ｓ＆Ｃコーチやパー

私の今後の活動としては後進の

研究科でビジネスやマーケティン

思います。そして、なぜこのトレー

グを学びました。たとえトレーニ

つことです。フィットネスの世界

ちなみにボクサーにとってのメ

ニングをするのか、このトレーニ

インはあくまでジムワークとロー

ングの専門知識がしっかりしてい

で生き残るには、ビジネススキル

ドワーク。ウエイトトレーニング

ても、それだけでは生き残れません。

ングは競技の中でどのような意味

に割ける時間は少ない中で、ボク

トレーナーとしての専門知識・ス

は重要です。私自身、'11 年～

シングに生かせるパワー、すなわ

キルを持った上で、しっかり売り

を持つのか、それをしっかりと理

ち爆発的筋力を高めていくことが

上げを上げるためのビジネスマイ

'12 年に法政大学大学院経済学

大事です。そして減量があります

ンドやビジネススキルが必要です。
が落としにくくなるため、注意が

ので、あまり筋肥大させると体重

解させることも大事です。

に判断すべきと考えています。

コーチとしっかりと相談し、慎重

➡

選手たちには、代償動作の出な

ん…。

25

文＝前田成彦（Office221）撮影＝北岡一浩

ニングジム立ち上げる。2011年に法政大学大学院に進み、経済学・経営学を学び現在は川崎
新田ボクシングジム、早稲田大学水泳部のＳ＆Ｃコーチを務める他、後進の育成に当たる。

➡

①フロントプレスのスタートポジションから、②反動をつけてバーをキックで押し出
しながら、全身の力を使ってバーを
「押し上げる」イメージで挙上。ジャークは難しい
が、プッシュプレスは比較的簡単にパワーを出せる種目。アスリートのトレーニング
によく使っている

1969 年１月 10 日生まれ。東京都出身。高校まで野球部に所属。'92 年に大学を卒業。一般
企業勤務を経てトレーナーの道へ。'94 ～ '95年に東海大アメリカンフットボール部のインター
ンＡＴ、を務めた後、アメリカへ留学。南アイダホジュニアカレッジを経てユタ州立大にてＳ

IRONMAN 120
121 IRONMAN

➡

東京都北区にある「フィジックスコンディショニングジム」で代表を務め
る長澤誠浩さん。元プロボクサーという異色の経歴を持ち、ビッグスリー
など基本的な筋力トレーニングを重視した指導法には定評がある。現在
は後進の指導に力を入れる長澤さんのこれまでとトレーニング哲学、そし
て今後について話を聞いた。

注意点は腕力で体を引き
つけないこと。肩甲骨を
寄せてから
（肩甲骨内転）
、
肩を後方に引く
（肩関節伸
展）。チンニングは負荷が
高いので、女子など筋力
の無い選手は斜め懸垂か
ら始めていくことが多い

長澤誠浩
➡

プロフィール 長澤誠浩 ( ながさわ・まさひろ )

斜め懸垂
プッシュプレス

フィジックスコンディショニングジム代表

スタートポジションは肩甲骨を
寄せ、胸郭を開き、腹圧を入れ
て骨盤は前傾させる。そこから
上半身の姿勢を崩さずに、最後
まで同じ形を保つこと。プルで
は腕の力では無くトリプルエク
ステンション
（ 股 関 節 伸展、膝
関節伸展、足関節底屈）から、
一気に体を一直線にすることを
意識。パワーを下半身、体幹か
ら上半身につなぎ、重さを吸収
するイメージでフロントスクワッ
トの形でキャッチする

プ ロ ボ ク サ ー 時 代 の 長 澤 氏。
1990 年度全日本新人王に輝き、
ジュニアウェルター級
（現スーパー
ライト級）9 位にランクイン
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