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はじめに
　選手のみなさんは，春から始まった長い
試合期を終え，これからは来季に向けて冬
季練習の真っ最中だと思います。この時期
は，夏季と並んで合宿を組んだり，普段練習
を行なっている場所を離れて活動する機会
も多いと思います。普段と活動場所が違うと
いう意味では試合についても同様です。しか
し，どのような環境下でも，合宿であればそ
の目的を達成し，さらに試合では望ましい結
果を残していかなければなりません。
　最近では，高校生の合宿や試合において
もトレーナーが帯同し，ケアやその他生活で
の注意を行なってもらうというケースも見受
けられます。しかし，合宿・試合参加者全員
の管理をトレーナーが行うことは不可能です
し，まだまだすべての合宿・試合でトレー
ナーの帯同があるというのは少ないのが現
状です。たとえトレーナーが帯同する場合で
も，自らのケアや個々の対応がベースとして
あってこそ，トレーナーからのサポートも生き
るものなのです。
　そこで今回は，試合や合宿時には，選手自
身がどのようなことに気をつけたら良いの
か？　どのようにしたら，ストレスなく合宿や
試合を乗り越えていくことができるのか？　
選手の気をつけるべき点や，ちょっとした工
夫について，トレーナーの立場から紹介した
いと思います。

合宿で必要なことは？
　合宿は普段とは異なる環境のもとで生活
し，トレーニングを行うことになります。また
練習の時間，頻度，量，強度などが基本的に
は増え，疲労度も普段と比べて格段に高く
なってしまうことが多くあります。このよう
に，合宿先で重要なことは普段とは違う環境
に対していかに早く順応していき，自分や
チームが練習をしやすい環境を整えるか，さ
らに蓄積されていく疲労から速やかに回復
し，ケガなくすべてのメニューをこなすこと
ができるか，ということです。
　環境整備をするにはどのようなことが考え
られるか，そして疲労を残さないようにする

ためにはどうしたら良いか，少しの工夫で合
宿を実りあるものにすることができるでしょ
う（写真１）。
　合宿を行う目的には，①強化，②試合前の
調整合宿，③他校との合同による研修や教
育を目的としたものなどがあります。特に，
①の強化を目的とした合宿が最も一般的と
言えます。これは時期や競技レベル，場所な
どによりさまざまですが，基本的には普段な
かなか組み込むことができない練習の質や
量を上げ，それをこなしていきます。②を目的
とする合宿では，季節により暑さや寒さをし
のぎ，練習環境を最適化するということを求
めます。③の合同合宿では，他校（チーム）
との交流を図り，そのチームで行われている
練習を取り入れたりします。
　また，陸上競技は個人種目ではあります
が，学校単位ではチームとしての結束を固め
るために合宿が行われることもあり，この機
会を利用してミーティングを開き，チームでの
目標を定め，その確認と意思統一をするとい
うことも行われます。日本代表レベルでも，
日本代表としての意識強化や，より高いレベ
ルでの練習を行う機会として合宿が重要視
されています。実際今年度行われた大阪の
世界選手権前は，このような意図を持ってブ
ロックごとに大会へ向けて何度も合宿が組ま

れました。では実際に合宿する際にはどのよ
うなことに気をつけ，工夫していけば良いの
でしょうか？

合宿する場所での確認事項と対応
　まず，普段とは違う環境での練習というこ
とで，生活環境，練習環境を整えていかなけ
ればなりません。
●氷の確保はできるか？
　アイシングや飲物を冷やす氷は，宿舎で確
保できるのかを確認しておきます。もし宿舎
で氷を準備できないというのであれば，どこ
で確保できるのかを事前に確認しておく必
要があります。近くにスーパーやコンビニが
あるのかどうか，宿舎の方に質問してみるの
も良いでしょう。
●食事の内容はどうか？
　合宿先では，食べ慣れない食材や調理
法，時間で食事をとることが求められること
も多いものです。しかし長い合宿を乗り越え
ていくために食事はとても重要な要素を占め
ています。出された物をしっかり食べること
は最低限必要です。練習時間が長い時など
は補食が必要になる場合もあります。そのよ
うな時も氷の確保と同様に，スーパーやコン
ビニの有無を確認しておき，補食を必要に応
じて準備できるようにしておきます。便利な
補食としては，ゼリー，バナナ，カステラなど
があります。最近のゼリーは種類も豊富で
す。エネルギーが必要なのか？　ビタミン類
の補充を兼ねるのか？　など目的に応じた
ものを選ぶようにします。
●宿泊する部屋はどうか？
　室内の快適な温度とはだいたい夏場で25
度～28度程度，冬場でも20度～24度まで
で，湿度は60％程度といわれています。基本
的に外気温との差が５度以内になるようにエ
アコンの温度を設定しましょう。
　夏に暑さで寝付けない場合は，あらかじ
め就寝前に部屋を冷やしてから冷房のスイッ
チを切って寝る，もしくはタイマーなどを設
定し，一晩中かけておかないようにします。

トレーナー＆ドクターが解説する
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試合，合宿時の対応について

連 載 13

写真１　冬季合宿の様子
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　冬場のホテルは，部屋が乾燥しがちなの
で，喉を痛めて風邪をひく危険性がありま
す。予防のためにも手洗い，うがいなど基本
的なことをしっかり行い，さらに部屋の湿度
を保つ工夫をします。例えば，湯船に水もし
くはお湯をためたままにしておいたり，濡れ
たバスタオル，フェイスタオルなどを部屋に
干しておくという工夫をするだけでも，空気
の乾燥を防ぐことができます。
●練習環境はどうか？
　実際に練習を行う場所では，氷と水の準
備が必要です。特に夏の練習では，熱中症を
予防するためにも水分の確保は必須です。
発汗とともに塩分などの電解質も排出されて
いくため，用意する水分は水やお茶ではな
く，電解質が含まれたスポーツドリンクを２
倍程度に薄めたものがよいでしょう。個々で
準備することはもちろんですが，チームで合
宿を組む場合には大きなタンクを用意し，各
自が随時補充できるようにする工夫も必要
です。最近では，ドリンク用の粉末パウダー
もさまざまになっているので，水だけを用意
し，各自の好みに合わせた粉末を使ってそれ
ぞれで補充するのも良いでしょう。
●水分摂取のポイント
[適温で用意する] 冷たすぎると胃腸に負担
がかかるので，喉越しの良い５～15度に冷や
しておくと良いでしょう。
[がぶ飲みしない] 発汗だけではなく，常に身
体から水分は蒸発して失われています。その
ため，練習の合間にこまめに取ることがポイ
ントです。喉が渇いた時は，まず口をゆすい
で湿らせてから飲むなどして，がぶ飲みをし
ないようにします。　
　氷は練習後のアイシング用だけではなく，
飲料水を冷やしたり，練習中の頭や身体を冷
やしたりすることにも使用できます。また，ケ
ガをした時などの緊急時にも必要になってく
るので，多めに用意しておくことをおすすめ
します。

疲労回復の工夫
　日々の練習の疲れをいかに翌日に残さず
練習を重ねていくか，これはとても重要で

す。合宿では心身のケアにかけられる時間も
普段より多く取ることができます。時間を有
効活用して合宿の最終日までケガなく練習が
できるようにしていかなければなりません。
●入浴
　入浴することにより身体の血流を良くし，
血液中に溜まった疲労物質を押し流すこと
ができます。シャワーだけではなく，湯船に
浸かり心身ともにリラックスする時間を取る
ことが重要です。リラックス効果を得るため
には，38度～40度程度のぬるめのお湯に
ゆっくり浸かると良いでしょう。単純にお湯
に浸かるだけではなく，入浴にはいくつかの
方法があります。
[交代浴] 40～45℃程度の熱いお湯と，15～
20℃程度の冷たい水を交互に浴びる入浴方
法です。単純にお湯に浸かるだけよりも局所
的な血流を増やすのにとても効果があると
言われています。３～５分湯船に浸かり，特
に疲労しているところに冷たい水を同じ時間
かけます。これを２～３セット繰り返し，最後
は温かいお湯で終わるようにします。
[半身浴] 腰から下だけを湯船に浸けて入浴
する方法です。全身を湯船に浸けるより心臓
への負担が軽減され，また血行が悪くなりや
すい下肢を温めることにより下肢の血流を良
くするにはとても効果があります。いつもよ
り長く湯船に浸かりたいときなどには最適で
す。雑誌を持って入ったりしてリラックスタイ
ムとして使うこともできます。
[入浴剤] お風呂が個々の部屋にある場合
は，入浴剤を使用することもできます。入浴
剤にはより血流を良くする効果とともにアロ
マセラピーの効果もあります。自分の好きな
香りをその日の気分で選んで使用すると心
身のリラックスに効果的です。
●セルフケア（マッサージ・ストレッチ）
　セルフケアには，アイシング，セルフマッ
サージ，セルフストレッチなどの方法がありま
す。これらについては，2007年12月号の「セ
ルフケアについて」のページを参考にして，
ぜひ個々で行なってください。最近では100
円均一のスーパーなどでも，竹ふみ，マッ
サージ用のローラーなど，さまざまなグッズ
が売られています。自分に合ったグッズを準
備して合宿先に持参し，セルフケアに役立て
てください。
　さらに合宿では２人組みでのパートナース
トレッチやマッサージを行うことができる絶
好の場です。お風呂上がりすぐにではなく，
30分程度たった後，もしくはミーティングの
後などに，選手間でケアをしあう時間を作る
ことをお勧めします。2007年10月号の「ス
ポーツマッサージ」を参考にして行なってみ
てください。
　お互いにストレッチやマッサージをするこ
とで張っている部分を見つけ合い，相手と比
較して自分はなぜその部分に疲れが溜まる
のか？　自分が弱い部分はどこなのか？　
など身体と向き合い，必要に応じてさらにプ

ラスしてケアをする，もしくは補強トレーニン
グを組み込むなどの工夫もできます。
●睡眠の確保
　睡眠は疲労回復に重要な役割を占めてい
ます。集団生活になると，物音が耳についた
り，他の人の動きが気になったりして寝つき
が悪くなる選手もいると思います。自分で快
適な睡眠を得るために，耳栓やアイマスクを
持参することも１つの手です。また，脚が疲
労によりむくんでいる場合には，タオルや座
布団などを脚の下に置き，脚を若干上げて寝
ることで，翌朝むくみが解消されやすくなり
ます。

試合前，当日には何をすべきか？
　試合では，前述したように日ごろ積み重ね
た練習や合宿での成果を発揮して，結果へ
と繋げていかなければなりません。試合当日
だけではなく，事前準備から移動，当日まで
の対応にはどのようなことがあるのかを紹介
します。

事前の準備
　まず，試合が行われる会場，その周囲の環
境について情報収集する必要があります。
●気候
　試合が行われる地域の気候により，ジャー
ジや着替えなどを考える必要があります。自
分が練習をしている場所よりも寒い場所に
行く時には，毛布やコートなど防寒するもの
も準備しなければなりません。また，梅雨の
時期には雨対策も必要になります。
●会場
　前日に会場に一度行き，試合に向けての
確認をしておくべきことが何点かあります。
①グラウンドの大きさ
②待機場所はどこにするか？
③アップ場所（雨の際のアップ場所）はどう
するか？
④更衣室・トイレはどこにあるのか？
⑤コール場所はどこか？
　待機場所は，アップ場・更衣室・コール場
所などへアクセスの良い場所で，日差しや風
の面も考慮して決定すると良いでしょう。
●宿舎
　宿舎からグラウンドへの移動手段と料金，
移動時間，乗り換え回数なども調べておくと
当日便利です。
●スーパーやコンビニエンスストアー
　補食などの買出しのため，会場または宿舎
の周囲にコンビニやスーパーはあるのかを事
前にチェックしておくことが必要です。特に，
会場の周囲にない場合は，事前に購入してか
ら会場へ向かわなければなりません。

移動時の注意
　移動時は，試合に向けて作ってきたコン
ディションを崩さないように気をつけます。
●ストレッチ・マッサージ
　長距離，長時間の移動については特別な

なぜがぶ飲みは駄目なのか？
　がぶ飲みをすると，一時的に体液（主に血液）
の濃度が急激に薄まります。そうすると筋肉が正
常に機能しなくなったり，気分が悪くなってしまう
こともあります。また，実際に飲んだ量は，身体か
ら排出された量に追いついていないにもかかわら
ず，脳がもう水分を取らなくても大丈夫だと間
違った判断をしてしまうため，結果的に脱水症状
などを起こしやすくなる可能性があります。
　また，一時的に胃液が極端に薄まってしまいま
す。胃液は強い酸で，殺菌作用がありますが，が
ぶ飲みすることにより消化の作用が弱まるだけで
なく，殺菌作用が弱まり，雑菌に打ち勝つことが
できず，食中毒の危険も高まり，体力も落ちてし
まうのです。
　さらに，大量の水分を一気に取ることで，胃だ
けではなく，消化吸収をつかさどる臓器（胃・腸・
腎臓など）へも負担がかかってしまいます。
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配慮が必要です。新幹線などの移動では車
両間に，飛行機での移動では機体の後ろの
方に少しスペースがあります。定期的に車
内・機内を歩き，このスペースへと移動して
簡単なストレッチを行うと，固まった筋肉や
関節をほぐすことができ，また気分転換にも
なります。さらに，座りながらでもふくらはぎ
や足の裏をもみほぐしたり，肩を回したりす
ることも必要です。
●乾燥への対処
　移動中は乾燥により喉を痛めてしまわな
いようにしなければなりません。新幹線や飛
行機等の機内は意外と乾燥しているため，
飴を口に含んだり，水をこまめに飲んだり，う
がいをする必要があります。特に乾燥の強い
冬にはマスクをしておくと良いでしょう。
●荷物の移動
　大きな荷物を抱えての移動はとても大変
です。遠征用のバッグに車が付いている場
合は良いですが，そうではない場合は，市販
のカートを利用すると荷物の持ち運びに便
利です（写真２）。

試合当日の対応
●起床
　試合当日は，試合開始の最低５時間前に
は起きるように心がけます。
　これは，脳が活動レベルに達するまで，あ
る程度時間を必要とするためです。また，睡
眠時間は６～８時間ほど確保できると望まし
いですが，普段自分が取れている睡眠時間と
同じような時間を確保できれば良いでしょ
う。しかし，前日に緊張して眠れなかったり，
試合自体が早く行われたりすることで睡眠時
間をうまく調整できないのであれば，厳密に
これを守る必要はありません。あくまでもこ
の時間は目安であり，個人差もあります。た
とえ当初予定していたような睡眠がとれなく
ても，１日だけの寝不足ではパフォーマンス
に影響しないという研究結果も出ています
ので，眠れなかったから･睡眠時間が不足し
ているからと不安になることはありません。
●ウォーミングアップ
　陸上競技では，競技前に召集時間が設定
されているため設定時間内に所定の手続き，
召集を行わなければ競技に出場することが
できません。また，同じ時間に何名もの選手
が召集される場合，トイレも混雑しがちです
ので，当日はこれらの時間を考えた上で，

ウォーミングアップの時間を決定します。
●競技間の過ごし方
　陸上競技では，１日に複数のレースをこなす
場合が多くあり，次のラウンドまでの数時間で
疲労を素早く除去する必要があります。そのた
めにアイスマッサージを行なったり，アイスバス
を利用したりします。アイスマッサージは各所５
分程度，アイスバスも深部まで冷える程行う必
要はありません。気候や試合までの時間によっ
ても調節しましょう（写真３）。
　またエネルギーの補充には，吸収の早い
ゼリーや，食べやすいブロック状のものも数
多く市販されていますので，自分の好みに
あったものを選び，試合間に上手に取り入れ
ていきます。お腹がすいて少し固形物を食べ
たい場合には，おにぎりやカステラ，バナナ
など油分が少なく，エネルギー量の高いもの
が適切です。
●トレーナーサービスの利用
　最近では各地で開催される地区大会レベ
ルでも，トレーナーサービスが受けられる大
会が増えています。日本陸上競技連盟トレー
ナー部では，インターハイ，国体，日本選手
権などの大会で，トレーナーステーションを
設置しており，経験豊富なトレーナーが選手
のサポートにあたっています。これらをうまく
活用して自分のコンディション作りをしてく
ださい。

海外遠征時の対応について
　遠征で海外に行く場合は，風土も文化も
まったく違う場所であるため，今まで述べて
きたことに加え，さらに準備が必要になって
きます。
●時差対策
　時差ボケは，東西の移動により生じます。
身体のリズムを整えるのに最も有効な手段
は，太陽光を浴びることです。日本時間の朝
（午前４時から８時）の時間帯に光を浴びる
と，体内のリズムが整いやすくなります。
●衛生環境のチェック
　海外で一番多い身体のトラブルは風邪と
下痢です。細菌感染を防ぐため，基本的に飲
料水はミネラルウォーターを購入し，水道水
は飲まないようにします。お店で出された氷
や，現地の水で洗った生野菜・果物にも注意
します。
●医薬品
　海外で売られている薬は，日本の薬と成

分や分量が違います。自分の常備薬はもち
ろんのこと，痛み止めや風邪薬などを日本か
ら用意して行く必要があります。その時に持
参する薬品は必ずドーピングにかかわる禁
止薬物でないものを携行しましょう。また，
ドクターやトレーナーが帯同する時は，事前
に薬品について相談することも必要です。
●予防接種
　国や地域によっては，日本では見られない
病気があったり，流行している病気があった
りします。現地の状況をチェックし，必要に
応じて予防接種や感染症の予防対策を行い
ます。
●食事について
　その国の宗教により，牛肉など食べられな
い食材がある場合があります。香辛料など
が多く使用される国などもあるので，事前に
その国独自の食文化について調べていくこと
も必要となります。また，試合前数日間と当
日は日ごろから食べ慣れたものが良いので，
日本からレトルト食品や保存食品，また調味
料（ドレッシング，ふりかけなど）を携行して
いくと良いでしょう。
　日本代表選手団では，現地で電子レンジ
やポットを購入することが多いので，代表選
手はレトルト食品やレンジで温めて食べられ
るご飯など，さまざまなものを自分たちで工
夫して持って行っています。最近では，温め
てご飯にかけるだけの牛丼や中華丼なども
人気です。旅行グッズや非常食売り場に行く
と，このような商品が数多く並べられていま
すので，一度見に行ってみると良いと思いま
す（写真４）。
　今まで述べてきたことは一般的な対応策
です。個人で準備が必要なものもそれぞれあ
ると思いますので，自分のスタイルを見つけ
て，合宿をケガなく，そして試合では良い結
果を残せるように工夫してください。

写真２　便利なグッズ・カート

写真３　世界選手権でのアイスバスの活用

写真４　海外ではほとんどがビュッフェ形。栄養バランス

を考えて食事を取ろう
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