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【要 旨】 

本研究は，セーリング競技のレーザー級で「ボートスピード」に定評があった元オリンピック・セー

ラーA 選手の競技・トレーニング活動の概略を明らかにし，今後のオリンピック・セーラー育成のヒン

トを得ることを目的とした．インタビューの結果，A 選手の競技発達の過程は３つに区分され，オリン

ピアンとなる重要な要因として「ボートスピード」「体幹の強化を中心とした体力トレーニング」「戦術・

戦略」「モチベーションの維持」が浮かび上がった．そして，レーザー級のオリンピアン育成のヒントと

して以下の 4 つが考えられた．①ボートスピードの向上を第一の優先課題として取り組むことが重要

である．②セーラーのための体力トレーニングは，ボートスピードを高めるためのものと，海上練習で

の練習量を支えるためのものに分類し，鍛錬する必要がある．③戦術や戦略のスキルアップとして

「数量的な理解」を促す教材の開発，そのスキルの習得状況や学習・指導するタイミングを検討す

る必要がある．④長期にわたる競技・トレーニング活動を行う上でのモチベーションを支える「取り組

み方」についての指導を検討する必要がある． 
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[Abstract] 

The present study was aimed at obtaining ideas for developing future Olympic 

sailors through examining the training and competitive activities of a former 

Olympic sailor who had an established reputation for boat speed in laser class 

sailing competitions. An interview with him revealed that his development had 

been divided into 3 steps with 4 key factors: boat speed, physical training for 

strengthening his trunk, tactics and strategy, and maintaining his motivation. 

From consideration of that information, 4 ideas for developing Olympic laser class 

sailors arose: (a) prioritizing the importance of increase in boat speed, (b) dividing 

the physical training into 2 phases: increasing boat speed and keeping up the 

strength when on the sea, (c) developing materials for better numerical 

understanding of tactics and strategy, and reviewing the level of progress and the 

timing of study, and (d) developing a training method for maintaining motivation 

through the long period of training and competition. 

 

       

 


