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日（日）には『 横浜マラソン2018 』

マラソン初挑戦の方やまだ経験の少ない方向けに、無理なく完走するための豆知識をご紹介します。
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図1. ピッチとストライドの関係
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マラソンを無理なく走る
横浜市スポーツ医科学センター・スポーツ科学員

スポーツの秋、体を動かすにはいい季節になってきました。 月
28

が開催されますが、出場予定の方はすでにトレーニングに励んでおられることと思います。今回は、フル

10

◆ＬＴを測る

４２

４２

１０

8

横浜市スポーツ医科学センター

フです。グラフの右上

な関係を表したグラ

には、効率の悪いフォームになっているかもしれません。

係しており、平均的なレベルから大きく外れている場合

ピッチとストライドはランニングフォームとも強く関

大きな差だと思いませんか？ただしこれを１カ月で実

たら、４時 間

脂肪が５㎏ 少なく体重

に行 くほどスピード

例えば、ピッチが遅くストライドが大きい場合、大きく

現するには無理があります。なるべく脂肪だけを減ら

が速 くなります 。

跳ねるフォームや腰の落ちたフォームになりがちです。

して筋肉や骨などは減らさないようにするには、
３～６

ピッチはフル５時 間

また逆のパターンでは、脚の動きが速すぎて無駄なエネ

のスピードで１７０

４２

率

２０

㎏・体脂肪率 ％だったとし

７０

１４

％でマラソンを５時 間で走れる男 性の場 合 、もし

４０

分で走れる計 算になります。なかなか

9

カ月程度かけてじっくり取り組むと良いでしょう。

あなたのランニングレベルをズバッと診断します!
フルマラソンなどの完走や記録向上を目指すラン
ナーをスポーツ科学でサポートします！今のレベルの
把握やトレーニング効果のチェックにご活用ください！

ランニング測定
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無理なくマラソンを完走するためには、楽しくトレー
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図2. スピードとストライド
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いて医師・管理栄養士・スポーツ科学員がアドバイ
スを行い、健康・体力づくりをサポートします。
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マラソンは、自分の身体を ㎞移動する作業と言え
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昨シーズンのホーム最終節で半年ぶりにコートに立ち存在感を示した湊谷選手

でスピードによる 差

ません。
一方、
ストライドはスピードの増加に伴って大き

ルギー量で済みます。速いランナーは、体重が軽くて体

ニングに不 安のある方は、
スポーツ医 科 学センターの

㎏・体脂肪

７５

ることも１つの楽しみになるかもしれません。

く増加します。また、
ストライドについては身長も影響

脂 肪の少ない
〝 省エネ〟な体になっています。体 重や体

いよいよB.LEAGUE 2018-19シーズンが開幕します。今
シーズンもブースターの皆さまの温かい声援を力に頑張りま
すので、どうぞよろしくお願いします。
今シーズンのビーコルは、キャプテンの湊谷選手が、けがか
ら完全復活できるかどうかにかかっていると言っても過言では
ありません。皆さまご存知のように、昨シーズンの序盤に湊谷
選手はアキレス腱断裂という重傷を負ってしまいました。アキ
レス腱断裂後に手術を行った場合、競技復帰までには６〜９カ
月程度かかります。湊谷選手もおよそ６カ月で復帰戦のコート
に立ちました。ベストのコンディションではありませんでした
が、なんとかシーズン中に復帰しブースターの皆さまにプレー
を見せたいという本人の強い気持ちから、我々トレーナー陣も
その気持ちをくんでコートに送り出しました。シーズン終了後
には、オフを返上して身体をさらに追い込み、完全復活の準備
をしてきました。きっと今シーズンは、昨シーズンのうっぷんを
晴らすべく大暴れしてくれることでしょう。
これから長いシーズンに突入します。きっとさまざまな困難
が待ち受けていると思いますが、この大海原の航海をブース
ターの皆さまと共に乗り越えましょう！ゴー！ビーコル！

します。同じスピードで走る場 合 、男 性の方の身 長が

新シーズンの幕開け

『スポーツ版人間ドック』
や
『ランニング測定 』をぜひご

しゅうへい

脂肪率が標準より多めの方は、脂肪を減らすことがタ

な か た
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高い分ストライドも大きいですが、身 長 比にすると男

第 27 回

イムの短縮につながります。例えば、体重

横浜市スポーツ医科学センター
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女差はほとんどありません
（図２）。
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