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トレーナー 後藤英行



後藤英行

鍼灸師
１９９８ 鍼灸国家資格取得
２００６、２００７、２００８ 福岡ソフトバンクホークス 球団トレーナー
２０１８、２０１９、２０２２ 侍ジャパンU15トレーナー

子供からお年寄り、プロスポーツ選手まで幅広く治療を行う。
球団問わずプロ野球選手の治療、自主トレのサポート。
トレーナー、セラピスト、専門学校など養成機関を対象に講習会、企業研修を行う。
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野球に必要な要素

Skill

(競技技術)

Power (パワー)
Force × Velocity

Efficient Movement Pattern
(効率的な動作パターン)

Functional movement （機能的動作）
Position＆Stability＆Mobility

ハードウェア ソフトウェア インプット

Gray Cook 2004「Movement」 2



インプット

ソフトウェア

ハードウェア
・壊れにくく、動きやすい身体。
（筋機能、柔軟性など）

・弛緩と緊張のコントロール。
（皮質機能）

・正しい情報処理。
（視覚、前庭機能、体性感覚など）
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Under functional pyramid

パワー

競技技術

機能的動作

Under power pyramid

パワー

競技技術

機能的動作

パワー

競技技術

機能的動作

Under skill pyramid

競技技術やパワーは最適だが機能的な動きが不足。
この状態は障害を起こす可能性が高い。
機能的動作（MobilityとStability）を高めるトレーニングが必要。

競技技術や機能的動作は最適だが、パワーが不足。
さらなるレベルアップには、パワーやスピードの強化が必要。

機能的動作（MobilityとStability）とパワーは最適だが
競技技術が不足。更なるレベルアップには競技得意的な
スキルアップトレーニングが必要。

Gray Cook 2004「Movement」 4



機能的動作 Functional movement

・Mobility （可動性）

意図する位置に身体部位を操作する能力

× 柔軟性（Flexibility）はMobilityの一部でしか無い。

・Stability （安定性）

望まない動作を防ぐ能力

≠剛性の増加 ≠ストレングス
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Joint-by-Joint Approach

Joint-by-Joint Approach
足部（距骨下関節） Stable

足関節（距腿関節） Mobile

膝関節 Stable

股関節 Mobile(Stable)

腰椎骨盤帯 Stable

胸椎 Mobile

肩甲胸郭関節 Stable(Mobile)

肩甲上腕関節 Mobile

肘関節 Stable

手関節 Mobile

下部頚椎（C3-C7） Stable

上部頚椎（OA、C1-C2） Mobile

Mobility

Stability
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脊柱の可動域

頚椎

胸椎

腰椎

頚
椎

胸
椎

腰
椎

屈曲、伸展
矢状面

側屈（片側）
前額面

回旋
水平面

Augustus A. White Manohar M. Panjabi 1990「Clinical Biomechanics of the Spine」
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ケガが起こる原因＝競技力向上の必須条件

Skill

(競技技術)

Power (パワー)
Force × Velocity

Efficient Movement Pattern
(効率的な動作パターン)

Functional movement （機能的動作）
Position＆Stability＆Mobility

ハードウェア ソフトウェア インプット
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もっとも大切な部分は

胸郭のMobility
もっとも稼動性が必要でありながら稼動性が低下しやすい部位。
肩甲骨の可動域にも大きく関わり、姿勢コントロールにおいて重要部位。

股関節のMobility
関節の構造上、可動域が広く。殿筋、ハムストリングと大きく、かつ重要
な筋肉が関係している。以上の点から機能低下がそのままパフォーマン
ス低下、障害に結びつく。

腰椎骨盤のStability
身体の中心でありながら骨による安定性が低く、筋肉の働きに依存。
姿勢コントロールの中心。
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トレ６＋２

プレッツェル

広背筋ストレッチ

バウンディング

ワールドグレイテストストレッチ

ヒップスライド

シンボックスヒップリフト

胸椎回旋ストレッチ

ドッグテイル

＋
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プレッツェル
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広背筋ストレッチ
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バウンディング
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ワールドグレイテストストレッチ
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ヒップスライド

15



シンボックスヒップリフト
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胸椎回旋ストレッチ
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ドッグテイル
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ポイント
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・重力下においての重心コントロール
・体幹中心線の制御能力
・体幹剛性の強化（強い負荷は必要ない）
・姿勢制御
・協調運動においての剛性は安定性を高めること

肩甲骨 胸椎胸郭 骨盤帯（股関節）

横隔膜 腹横筋 骨盤底筋 内側ハムストリング

腹腔内圧 後縦隔
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自分本来の身体の機能性を獲得し、

自身のポテンシャルを発揮できる身体の状態をキープする。

そうすれば怪我することなく、楽しく長く野球が続けれる。

特に胸椎胸郭と股関節。自分自身のためにしっかり取り組みましょう。
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https://www.youtube.com/watch?v=ErKaZ4pgkGg

こちらのQRコードかURL。もしくはyoutubeで「後藤鍼灸整骨院 トレ６」で検索すれば
今回のエクササイズ動画が確認できます
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ご清聴ありがとうございました。
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