
トレーニングプログラムビルダー 

 

この度はトレーニングプログラムビルダーに受講登録して頂きありがとうございます。こ

ちらの講義は本編の動画そして、補助としてのノートとワークシートからなるこちらの

PDF で構成されています。 

 

自分にぴったりのトレーニングプログラムを作ることは陸上競技のゴールの一つで、終わ

りのない旅でもあります。そこには多くの成長と失敗、そして陸上競技に知的な楽しみを加

えてくれます。それでは私と一緒に終わりのない旅に出かけましょう。 

 

トレーニングプログラム本編↓↓ 

https://youtu.be/NpfjlCUgUWU 

 

 

 

注意 

こちらのコンテンツを許可なく無断転載・譲渡した場合には違約金として金 100 万円を請

求いたします。 

©️2020 著作権者 池上秀志 

Copyrights by Ikegami Hideyuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

前言 

陸上競技のゴールの一つは、自分に適したトレーニングプログラムを作成することです。

人間を人間たらしめているものはなんでしょうか？それは思考と感情です。いくら日本記

録や世界記録が速くなったところで、10 万円のセコハン自動車にすら勝てません。また、

人間が食物連鎖の頂点に君臨しているといくら偉そうに言ったところで、移動の速さと距

離は渡り鳥には勝てません。人間は力や羽がない代わりに、知力を以てして自然法則を見出

して農耕技術を発達させたり、建物や武器で動物から身を守り、そして理性と感情を以てし

てむき出しの攻撃性や暴力に歯止めをかけてきました（まだまだ暴力は無くなりませんが）。

要するに、人間は頭を働かせて生き延びてきたのです。 

 これは人間同士で見たときにも同じことが言えます。もし、頭を使わずにただ走るだけで

陸上競技をやっていたら、肉体的な素質のある選手だけが勝ってしまいます。でも、実際に

は自分に合ったトレーニングプログラムを見つけることが出来て１０年、２０年と継続的

に努力できる選手というのは、必ず一人前の選手になります。大迫さんや高岡さん、瀬古さ

んのように 5000m からマラソンまで日本のトップに立つような何十年に一人の選手になれ

るかどうかは、わかりません。でも職業としてやっていけるくらいのレベルにはなれます。 

 勿論、これを読んでくださっている方は市民ランナーの方がほとんどだと思いますので、

そこまでのレベルは求めていないと思います。しかし、だからこそ頭を働かせることで進歩

が速くなります。これは単純な理屈で、今まで色々なことを考え尽くしても壁にぶち当たっ

た人は、そこから更に新しいアイディアを出したり、既存のアイディアを新しく組み合わせ

て、壁を突破していくというのは困難を極めます。ですが、まだ陸上競技についてあまり深

く考察してこなかったという人は、少し違う視点から見つめたり、新しい知識を身につける

ことで壁を簡単に突破することが出来ます。 

 そして、そこには根気と忍耐も必要になります。私もずっと上手くいかなかったのに急に

思うように走れるようになったという経験を何度かしています。やっていることも、集中力

も、日常生活での節制もほとんど変わらないのに、ある日突然噛み合わなかったものが噛み

合うようになり、その状態がしばらく続くということがあります。ただし、それは偶然では

ありません。頭の中でシュミレーションを何度もしてこうやれば上手くいくはずだと思い

描いていたものを体で表現できるレベルになっていなかったのが、ある日突然できるよう

になることがあるのです。こういった状況は気合だけでは乗り切れません。上手くいってい

なくても頭の中で何度もシュミレーションをして、必ず上手くいくはずだという信念があ

ったから、継続的に高い集中力と行動を続けることが出来ました。 

 では頭が良ければ走るのが速くなるでしょうか？これもやはり違います。頭が良くても

思い描いたものが実現できるまで根気強く続け、耐え続ける忍耐が必要になります。これが

私が陸上競技は思考と感情が大切といっている理由です。このトレーニングプログラムビ

ルダーは、頭と感情の両方に働きかけて、素質だけで走っている人に勝とうという趣旨の内



容です。本編は動画の方で詳しく解説しているので、こちらの PDF は軽く内容をまとめさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第1章 何故トレーニングプログラムを作るのか？ 

 

トレーニングプログラムを作るメリット 

 

・トレーニングを予測可能なものにする 

トレーニングプログラムを作ることで、自分が今全体の中のどこにいて、今何の為に何を

やっているのかということが理解できるようになります。トレーニングの目的を理解する

ことで、毎回のトレーニングで出来るだけハードに走るというミステイクを防ぐことがで

きるようになります。また先を見越してトレーニングすることができるので、今はこのくら

いで抑えておこう、来週のトレーニングは軽めだから今週は少しハードに走ろうなどの見

通しも立つようになります。 

 

・いつでも誰にでも使える 

構造化されたトレーニングプログラムは原理原則自体は常に同じです。そうすると、効果

の出たトレーニングプログラムを真似することでレース結果も良い結果を出せる可能性が

高くなっていきます。これは誰かがやった練習をそのまま真似するとか去年やった練習を

そのまま同じようにするということではありません。細部は常に修正していく必要がある

のですが、その中でも構造自体は同じようにするとやりやすくなるということです。 

 

・比較を可能にする 

 トレーニングの構造そのものを同じにすることで、２年前、１年前、今年、１年後、２年

後の比較が容易になる。比較が容易にすることで改善点を見つけやすく、またより細かな視

点を持って、適切なプランニングやレース戦術を立てることができるようになります。これ

も全てを同じようにする必要はないのですが、構造化したトレーニングプログラムにおい

ては、ただ単に速く走るということではなくて、走り込みを目的とした時期にもかかわらず、

これだけ走れた、そうすると１ヶ月後や２ヶ月後のレースの準備期に入ってくるともっと

走れるだろうといったことが予想できるようになります。これとは逆に客観的に見て遅い

タイムでも去年のこの時期はもう少し遅かったけど、レースまでにはしっかりと仕上げる

ことが出来た、そういう知識があれば焦ることもなくなります。 

 

・集中力とモチベーションが高まる 

 何故構造化されたトレーニングプログラムが集中力とモチベーションを高めるのか？や

や変に思われるかもしれません。しかし、その理由は単純です。集中とは力を一点に集める

ということです。構造化されたトレーニングプログラムというのは、自分が今日何をすべき

なのか、どのような目的があるのかということを明確にしてくれるので、エネルギーを一点



に集めることが出来ます。例えば、5000m のレースペースをリラックスして、走れるよう

に体を慣らすという狙いがあり、その為に 400m20 本という練習があるのであれば、狙い

は一つ「5000m のレースペースが楽になるようにリラックスして体に覚えさせる」という

ことです。ただ単に、言われたことをやる、他の人もやるから自分もやるという練習の仕方

だと、練習の目的が定まらず、誰かが飛び出したら自分もついていったり、そしてきつくな

ったら落ちてしまったり、やめてしまったりと、やることなすことが中途半端になってしま

います。集中とはがむしゃらに追い込むことではなく、一点に心を定めることです。練習の

目的を明確にすることで心を一点に定めて集中することが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 2 章 トレーニングプログラムのゴール 

 

・長期目線であなたのやりたいことを実現する 

 長期目線というのは３年後から１０年後くらいのスパンで考えたときにあなたが何をや

りたいかです。走り始めて１５年以上経ち、年齢が３０歳を超えているのであれば、そろそ

ろ人生の頂点にアタックする時期が来ています。しかし、そうでなければ、２シーズン先か

ら５年後、１０年後にやりたいことを実現する為のトレーニングが必要になって来ます。 

あなたが長期目線でやりたいことはなんですか？一度自分に問いかけてみてください。 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

・短期目線でやりたいことを実現する 

 陸上競技における短期目線というのは一週間や二週間ではありません。４ヶ月から１年

くらいのスパンを短期目線と言います。現代社会はなんでもお手軽に手に入る時代になり、

人は待つということを忘れるようになりました。最良の結果はすぐには来ません。もし、あ

なたが４ヶ月から１年間継続的に構造化したトレーニングプログラムをこなす気持ちがな

いのであれば、生まれ持った素質だけで勝負するしかありません。では半年かけて臨んだレ

ースで上手くいかなかったらどうするのか？また次の半年待つしかありません。それがど

れだけ大変なことか私も知っています。心の整理がつかないままに「自分の力はこんなもん

じゃない。次のレースでそれを証明したい」と一週間後のレースに出たいと考えます。

1500m や 5000m なら一回や二回はそういうことをやっても良いと思います。ですが、いず

れにしても、結果は大きくは変わりません。やるべきことをやって来たのにたまたま調整で

失敗したケースでは上手くいくこともありますが、上手くいかないケースがほとんどです。

特にマラソンやハーフマラソンでは上手くいきません。これは集中力の問題もあります。爆

発的で最高の集中力は、半年なら半年間の構造化されたトレーニングプログラムをこなす

ことで生まれます。集中力を軽くみている人は、その時だけ頑張れば集中できると考えます

が、最高の集中力は準備なしには生まれません。午前中のインターバルで集中したければ、

前日の夜から準備を始める必要があります。それでもまだトレーニングレベルです。最高の

集中力を出したければ、数ヶ月間かけて一つのものに準備をする必要があります。 

 勿論、これは仕事を辞めるべきだという意味ではありません。精神的に数ヶ月かけて自分



は今なんの為に何をしているのか理解し、それを積み重ねることでレース当日は最高の走

りが出来ます。 

 

あなたの今シーズンの目標は何ですか？何月何日のレースでどのようなレースがしたいで

すか？順位が目標ですか？それともタイムが目標ですか？レース展開はどのようなものを

想定しますか？ 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3 章 トレーニングプログラムの骨子 

トレーニングプログラムは基本的には目標のレースから逆算して決めていきます。トレー

ニングの期分けはもっと細かく分けようと思えばもっと細かく分けることが出来ます。た

だ、そもそもトレーニングの期分けは、厳密に分けているわけではなく、各期間でも少しず

つ、トレーニングは発展させていきます。ですので、ここでは大雑把に３つに分けて各期間

の中でも少しずつ、トレーニング量を増やし、少しずつ自分が最終的にやりたい練習に近づ

いていき、最後は少しずつ体をフレッシュにしていくという順序を踏みます。理論や理屈は

私たちの目標達成に役立ちます。全ては知らないよりも知っている方が良いです。ただ、最

も大切なのは、自分がどういうレースがやりたくて、それを実現するために、どういう練習

がやりたくて、その練習を実現させるためにステップバイステップで準備をしていくとい

うことです。 

 

１． 調整期・レース期（４−６週間） 

 調整期の練習は密度を減らし、全体の走行距離も 60−70％程度に減らします。週に 2 回

程度の核となるトレーニングに集中し、それ以外では充分にリカバリーに集中します。過去

数ヶ月間で培って来たトレーニング刺激に十分に適応し、軽く色々な刺激を組み合わせて、

必要な能力を維持することも大切です。トラックの選手はこの期間、ピークを持ってくるレ

ース以外のレースにも出場することになると思います。マラソンランナーはハーフマラソ

ンのレースに向けて準備する場合でも、目標とするレースの半分程度の距離のレースに出

て、状態を確かめる選手は多いです。この期間のトレーニングはレース、もしくは実戦的な

練習そして、リカバリーがメインです。この期間はジャンプ系のトレーニングやヒルスプリ

ントなどの補助練習の量を減らすか、頻度を減らした方が良いです。 

 

あなたが核と考えるワークアウトやレースを書いてみよう（○月○日の記録会、6x2k/1k の

変化走など） 

・                                         

・                                         

・                                         

・                                         

 

２. 準備期（６週間前後） 

 ここではあなたがレース期を迎えるにあたって準備する期間になります。この期間に少

しずつ自分が最後の４週間から６週間でやりたい練習をする準備をしていきます。これは

トラックランナーを基準に考えた方がわかりやすいかもしれません。あなたがトラックラ

ンナーであるなら、最後の６週間から４週間は、ピークにはまだ達しないけれど、テストレ



ースに出ても良いと思える最低限の練習をしようかなという感覚です。ハーフマラソンや

マラソンのランナーも最後の４週間は、トラックのテストレースに出始めるくらいの気持

ちでこの期間のトレーニングをやると良いと思います。トラックのランナーやロードレー

スのランナーもこの期間にいくつかレースに出ても良いと思います。ただし、そこで良い結

果を期待することはできません。この期間は少しずつ核となるメインワークアウトを実戦

的なものに近づけていきながらも、まだまだトレーニングの密度が高いので一回一回の練

習で最高の走りをすることはできません。つまり、レースに出ても特異的な準備はできてい

ないということです。それを分かった上で、レースに出ると色々な気づきが生まれます。タ

イムが悪ければ、次の年はこの期間にここまで走れていれば、最後の４−６週間でこのくら

いまで持っていけるという基準になります。失敗するパターンとしては、この期間で良い走

りが出来ていたのに最後の４−６週間で思ったほど状態を上げていけなかったとすると、

１.疲労が抜け切らなかった、2.この期間のトレーニングの密度が低く、早くから実戦的な練

習をしすぎた、のどちらかです。そうすると次の年は、1.もう少し早めに疲労を抜き始める、

２.もう少し基礎練習のレベルを高めて最後に実戦的な練習を入れる、のどちらかになりま

す。このように毎年修正を図り、自分に合ったトレーニングプログラムを組んでいきます。 

 

この期間にあなたが思い描く基礎練習からの実戦的な練習への移行を書いてみましょう。

メインとなるトレーニングは週に２日をベースにします。 

例： 

1st week 20x400m/200m     12000m tempo run 

2nd week 12x600m/200m     12000m tempo run 

3rd week 8x1000m/200m      10000m tempo run 

4th week 6x1200m/400m      20x400m/200m 

5th week 4x1600m/400m      15x400m/200m 

6th week 3x2000m/400m      3x(4x400m/200m)/5’ 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          



                                          

３． 基礎構築期（出来るだけ長く） 

 この期間は自分が準備期にやりたいトレーニングをするための体づくりの期間です。ま

ずは走行距離を少しずつ伸ばすとともに登坂走、クロスカントリー、ヒルスプリント、ジャ

ンプ系のトレーニング、距離走、密度の高い持久走などで、筋持久力、毛細血管の密度の向

上、ミトコンドリアの機能や数の向上などの生理学的な適応を引き起こし、故障しにくい体、

疲れにくい体、疲労の回復が早くなる体を作っていきます。基礎構築期は休養期間の終了か

ら始まり、少しずつトレーニングへと肉体的にも精神的にも入っていくようにします。そし

て、基礎構築期の最後には準備期でやりたい練習の手前まで持っていきます。 

 

・週に一回にやるスピード系のワークアウトを考えよう。精神的にも肉体的にも体を徐々に

慣らしてく。初めは速く、たくさんのリカバリーから始めるか、ペースを気にせずスピード

に徐々に慣らしていくかのどちらか。週に一回補助練習として、60−80m のヒルスプリン

トを入れるのもおすすめ 

 

例：登坂走２５X２００m、登坂走２０x３００m、ファルトレク 1’速く/1’ゆっくり、ファル

トレク 2’速く/1’ゆっくり、 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

・週に一回少し質の高い持久走を入れよう（例：起伏のある１５km を中強度から高強度） 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

・週に一回距離走を入れよう。距離は少しずつ増やしていく。途中で何度か短い距離を減ら

すのも効果的。いわゆる LSD ではない中強度、もしくは低強度から中強度。距離ではなく、

時間でやるのもオススメ。時間は６０分から１２０分程度。最高で２時間半くらい。例えば、

トップランナーが中強度と感じるペースが 3:30/k であなたが中強度と感じるペースが

5:00/k だとする。前者は３０km 走っても１時間４５分だが、あなたが３０km 走ると２時



間半になる。そうすると、あまりにも差が大きくなる。トレーニングは時間を基準に考える

ので、もし中強度と感じるペースが 5:00/k であれば、２０km でも１００分になるので、距

離走としては充分すぎる距離になる。 

 

 

例： 

1st week 20k 

2nd week 25k 

3rd week 20k 

4th week 25k 

5th week 30k 

6th week 20k 

7th week 30k 

8th week 32k 

 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．休養期（好きなだけ。最低２週間） 

 ここは心身ともに回復させる。レース前に調整期を取っているので、もしかすると、肉体

的な疲労はそこまで感じないかもしれません。しかし、体の芯から疲れを取るのが大切であ

るのとともに、精神的にも普段はやらないことをやるのも大切です。私がケニアで言われた

のは、「いつもワイフと一緒にいるとワイフも冷たくなるけど、１週間くらい家を空けると

ワイフもハグしてくれる。しばらく、走ることから離れるとまた走ることをハグしたくなる」

ということです。この期間は家で６時間本を読む、ディズニーランドに行くということもト

レーニングだと考えてください。勿論、本当に走りたくて走るのであれば、走ることも気分

転換になります。 

 

あなたが休養期間にやりたいことを書いてみよう 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 4 章 週間スケジュールを考える 

 ここでは週間スケジュールの組み方をお伝えします。基本的には先ずは核となるワーク

アウトを二つ決めます。それに距離走が一回、そして、休養日が一回です。マラソンランナ

ーの場合は、核となるワークアウトの一つが距離走になり、距離走を含む核となるワークア

ウトが 2 回、休養日が 1 回、そして残り４日のトレーニングを考えるというケースもあり

得ます。 

 

週間スケジュールを組む 

１． その週に最もやりたいワークアウトを決める 

２． その週に二番目にやりたいワークアウトを決める（１と２のワークアウトは質が高い

もの） 

３． 距離走は何をやるのか決める 

４． 休養日に何をするのか決める（６０‘ジョグ、１０k 低強度、ロードバイク、水泳、完全

休養、フットサル、体幹トレーニングとヨガなどなど） 

５． 残りの３日のトレーニングを決める（ここでは体を回復させる必要はあるが、それなり

に良いリズムで、良い動きでの持久走がオススメ。余裕があるなら、基礎構築期で培っ

た能力を維持するために、中強度で１時間前後の持久走を入れるのがオススメ。基礎構

築期には２、３日中強度の持久走を入れるのも普通） 

６． それぞれのトレーニングの順番を決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５章 トレーニングプログラムを作るときに覚えておくべきこと 

 

・トレーニングプログラムは鉛筆で書く。 

 トレーニングプログラムは常に構造化されている必要があります。要するに、自分が最終

的に何がやりたくて、そのために今自分は何をしているのかを理解しておく必要があると

いうことです。しかし、往々にして自分がやりたいことを実現するためのトレーニングプロ

グラムだったのが、トレーニングプログラムに書かれたトレーニングを消化することが目

的になってしまいます。それは間違いです。自分がやりたいことを実現するためのトレーニ

ングです。ということは、やってる途中で事前に立てたトレーニングプログラムよりも良い

方法がひらめいたら常にそれに変えれば良いし、変える必要があります。ほんの一例を挙げ

ておくと、前日の雨で土トラックが使えないなら、ロードでのファルトレクに変えるのもあ

りですし、風が強ければ開けた田園地帯でのテンポランはやめて、別の日にやる予定だった

インターバルを、風を避けられる街の中の競技場でやるのも一つです。そして、何よりも大

切なのは、疲れていると感じたら、トレーニングの量を減らすか、順番を入れ替えるか、核

となるワークアウトをスキップするということです。目標を達成するためには、予定よりも

少なめにトレーニングするということも非常に大切です。 

 微調整を図ることは、その場での思いつきでトレーニングすることとは違います。各トレ

ーニングの期分けの中で、目的を達成するためにもっと良いやり方があるなら、そちらに変

えるということです。構造がない中での思いつきではなく、構造の中で、その時一番良い選

択肢を選んで行くということです。 

 

・他人の真似はしない 

 他人のトレーニングを参考にすることと、完全にコピーすることは違います。トレーニン

グというのは、個人個人に合うものを作ることで効果を発揮します。トレーニングパートナ

ーを持つことのメリットはとても大きいので、所々一緒にトレーニングすることも大切だ

と思います。ただ、その場合でも常に自分のトレーニングの目的を理解することが大切です。

例えば、同じ３０km 走でも、基礎構築期にやる場合には余裕を持って疲れ切らないように

走ることが大切です。これは週間スケジュールの密度が高いからです。一方で、マラソンラ

ンナーが準備期にやる３０km 走はかなり強度が高く、プロの選手なら練習で３０km を１

時間３８分からときには１時間３２分で走ることもあります。これらは目的が全く違うの

で、目的の違いを理解した上で、走り出す必要があります。 

 

・時間がかかることを理解する 

 現代社会ではなんでもすぐに欲しいものが手に入るようになりました。電子レンジや IH、

お風呂、インスタント食品、、電気洗濯機、空調機、何を取っても、１００年前とは違いま



す。特にスマホ、コンビニの普及で人々はますます待つことができなくなりました。ですが、

長距離走の時間感覚は今でも１００年前と変わりません。自分にぴったりのトレーニング

プログラムを見つけるのは、人生の目的を探求する旅に似ています。掴んだと思って手を開

けるとするりと手のひらから溢れていきます。だからこそ、一流選手でも走れない時には、

市民ランナーと大して変わらないタイムを出します。辛抱強く一時的な失敗と成功を繰り

返しながら、自分にぴったりのトレーニングプログラムを考え続ける必要があります。そし

て、常にヴィジョンと戦略を持つことが、あなたを前へと進ませる原動力となります。トレ

ーニングプログラムやヴィジョンのないランニング生活は、目的地とパイロットなしで離

陸してしまった飛行機と同じです。人は今自分がどこに向かい、そのために今自分が何をし

ているのか理解しているからこそ、長い道のりを歩くことができます。長距離走の場合、１

００年前どころか、東海道中膝栗毛と同じくらいの感覚でやる必要があります。逆に言えば、

昔の人みたいにのんびりと熱い情熱を燃やした方がうまくいくかもしれません。 

 

・計画通りにいかないことを受け入れる 

 時には故障や病気で、ピークを持っていきたかったレースに出られなくなるかもしれま

せん。そういったことも受け入れる必要があります。故障や病気で大幅にトレーニングを変

更せざるを得なかった時の対処法は大きく分ければ３つです。１.とりあえず、今できてい

るところまででレースに出る、２.ピークを合わせるレースを１ヶ月くらい遅らせる、３.今

シーズンは終了させ、休養期間を得た後、再び基礎構築期から始める、の３つです。どの選

択肢を取るかはケースバイケースですが、何れにしても、自分の立てた計画が完璧であれば

あるほど、計画通りにいかなければ望むような結果は得られません。自分の立てた計画に自

信がある人ほど、計画通りにいかなかった場合には望むような結果が得られないことを受

け入れて、直ちに修正を図る必要があります。修正には目標を下方修正することも含まれま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

最後に 

 自分に合ったトレーニングプログラムを作ることは陸上競技に知的スポーツとしての面

白さを教えてくれます。完璧なトレーニングプログラムを作ることは、おそらく不可能でし

ょう。どれだけ良いトレーニングをしたと思っても、後から振り返れば、「ここを直せばよ

かったかな」と思うものです。そして、一回二回と完璧なトレーニングが出来たとしても、

次も上手くいくとは限りません。いってみれば、走ることをやめるその日まで終わりのない

旅です。 

 でも私はそれで良いと思います。結果を出すことだけを求めるのであれば、どれだけ結果

を出しても上には上があります。例えオリンピックで金メダルを取ったとしても「金メダル

３つと世界記録２つを出せなかったから、私の競技人生は無駄だった」という結論にもなり

かねません。私の周りのトップランナーを見ていても、結果を出すことそのものにはそこま

で大きな意味はないのではないかと感じます。 

 結果によって満足感が大きく変わることは間違いありません。私も思うような結果が出

ずに何度泣いたかわかりません。しかし、どこまでいっても完璧にはならないのだから過程

を楽しむということも大切ではないかと思います。 

 自分に合ったトレーニングプログラムを作ることは終わりのない旅です。換言すれば、そ

こに楽しみを見出すことができれば、終わりのない楽しみを見つけたことになります。さあ、

私と一緒に終わりのない楽しい旅に出ましょう！ 
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