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JCCAマスタートレーナー/A級講師

JCCAキッズ講師/キッズスペシャリスト

健康運動指導士
日本体育協会公認水泳教師 森島 達

綱嶋 文郎

コアフォーストレーニング

コアコンプラス

コアキッズ体操

オマタとアタマの機能的な使い方 体幹トレーニングを動きに
つなげるエクササイズドリル

～アスリートのためのコア強化トレーニング～

～ロウアーコア（股関節・骨盤）編～

～まっすぐ立つための土台作りの体操～

～ひめトレ＋シナプソロジーの融合～
～動ける身体づくりのための運動処方～ひめトレの新しい切り口と

エクササイズを習得しましょう！

ベースの筋力を高めることを目的とした、トレー
ニングパッケージ「コアフォースファイブ」の安
全かつ効果的な指導方法を学びます。動きと呼
吸を連動させていることが特徴で、障害予防や
パフォーマンスアップが期待できます。
アスリートをはじめ、スポーツ愛好家、ジュニ
アアスリートに指導をされている方にもおすす
めです。

子どもを楽しませる、そして効果を出す、これらを
両方させるのがコアキッズ体操です。ジュニアス
ポーツの準備運動として導入する事で姿勢の改
善や動きの質が向上します。
まっすぐ立つ事が出来ない、フラフラしている、
転んだ時に手を付けない。そんな子どもたちの
体の可能性を高め、運動を好きになるキッカケ
をつくっていきましょう。

30年に及ぶ競泳経験を背景に、トレーナ
ーとして活動中。その豊富な経験と知識
を活かし考案された「超実践型　骨盤バ
ランスエクササイズ」は悩みを持つ女性
や高齢者から支持されている。改善効果
がすぐ実感できると大好評である。

都内フィットネスクラブにてトレーニング
指導を開始する。その後、整形外科病院で
メディカルフィットネス現場に
おけるリハビリ期の患者様からアスリート
までを幅広くトレーニング指導をする。
現在は行政機関で教室事業にて様々な年
齢の方を指導する傍ら、アスリートのパー
ソナルトレーニング、部活動指導、講演等
を通じて情報を発信し続けている

石塚 利光 岩﨑 由純

ひめトレという骨盤底筋に感覚入
力をするツールを使いこなせてい
ますか？ひめトレファイブのエクサ
サイズだけでもとっても効果的で
すが、さらに多様な使い方をご紹介
します。今回は、シナプソロジー®と
いう脳を活性化するプログラムを
コアスタビライゼーションやコアコ
ーディネーションの中に取り入れる
ことで、レッスンがさらにイキイキ
してきます。グループレッスンとして
のエクササイズ紹介もありますの
でお楽しみに。とかく地味になった
り、難しくしてしまいがちなコンデ
ィショニングのクラスを分かりやす
く心地よくしていくための指導の
方法も手に入れてください。スポー
ツタオルをご持参ください。

スポーツの現場だけでなく、健康
志向のクライアントも実施している
『体幹トレーニング』。
果たしてそれらの体幹トレーニング
は、スポーツのパフォーマンスアッ
プや日常生活の機能向上につなが
っているでしょうか？
実際には体幹トレーニングで筋を
強化したり姿勢を整えたりした上
で、動きにも繋がるようにエクササ
イズを組み立てることが必要です
。
今回の講義では動きを引き出すた
めのエクササイズドリルを紹介し、
体幹を使えるようにしていく内容
を実技を交えお伝えします。
スポーツを指導される方から一般
の方まで学んでいただける『動け
る身体づくり』のための内容です。

尾陰 由美子

JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会 強化
スタッフ

長年のプロバレーボールの現
場での経験を生かし、『トレーナ
ーにテーピングを』『現場の指
導者にペップトークを』『選手の
ご父母にアフターケアを』伝授
するため全国講演活動中。

ATC
 JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー/
A級講師
JCCA海外渉外委員長とし
て世界にコアコンディシ
ョニングを普及。
アスレティックトレーナー
として東京大学女子バレ
ーボール部のコンディシ
ョニングを担当している。

佐々木 健次
ATC
日本体育協会公認アスレ
ティックトレーナー

帰国後、15年間にわたり県
体協と県教育委員会に所
属し、アスレティックトレー
ナーとして選手強化、競技
力向上と県民の健康増進
などに従事する。
現在は、紫波町のオガール
センター内に全ての人たち
のパフォーマンス向上の場
として、コンディショニング
センターを開設している。

JCCAマスタートレーナー／
A級講師、ひめトレディレクタ
ー
㈲アクトスペース企画

代表取締役
NPO法人いきいき・のびのび
健康づくり協会 　　　会長

「指導者育成」をテーマに年
間130本のセミナーをこな
す。2015年大阪にからだの
学舎Re-fitをオープンさせ、
楽しく興味深いからだの学
びの場を展開中

コラボセミナー

熊本フェスタ 10/22（日）
10:30～12:30 13:30～15:00 15:30～17:00

10:00～13:00 14:00～17:00

JCCAマスタートレーナー/A級講師
JCCAマスタートレーナー/
A級講師

コンディショニングサロン
リアライズ代表
川添 まり子 米丸 圭太
中学校保健体育教師として２３
年勤務。その後、コアコンディシ
ョニングと出会い、現在は体と
心のセルフコンディショニング
のプロとしてサロン運営をしな
がら講演会活動を行っている。

1977年佐世保市生まれ。長崎に
て大村湾を臨む悠然としたサロ
ンにて指導を行っている。スカ
ッシュの指導にコアフォースト
レーニングを導入し、over40全
国2位の選手を輩出。

石塚 利光 岩﨑 由純
JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会 強化
スタッフ

長年のプロバレーボールの現
場での経験を生かし、『トレーナ
ーにテーピングを』『現場の指
導者にペップトークを』『選手の
ご父母にアフターケアを』伝授
するため全国講演活動中。

ATC
 JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー
Ａ級講師
JCCA海外渉外委員長とし
て世界にコアコンディシ
ョニングを普及。
アスレティックトレーナー
として東京大学女子バレ
ーボール部のコンディシ
ョニングを担当している。

コラボセミナー

13:00～15:0010:30～12:00 15:30～17:00

14:00～17:00
ベーシックセブン骨盤アプローチの基礎知識 胸郭アプローチの基礎知識

「視覚能力」を簡単解説！

～ストレッチポールの効果を最大限に引き出す～

～ビジョントレーニングの基礎から実践まで～

ストレッチポールを使って短時間でアライメント
改善を促せる「ベーシックセブン」の安全かつ効
果的な指導方法を学びます。
セミナーでは、エクササイズの形や指導方法だけ
でなく、指導前に押さえておきたい基本知識・指
導の際に気をつけなければいけない禁忌・効果
を体感してもらうポイントもお伝えします。現場
で即お役立ていただける180分です。

ベーシックセブン
～ストレッチポールの効果を最大限に引き出す～
ストレッチポールを使って短時間でアライメント
改善を促せる「ベーシックセブン」の安全かつ効
果的な指導方法を学びます。
セミナーでは、エクササイズの形や指導方法だけ
でなく、指導前に押さえておきたい基本知識・指
導の際に気をつけなければいけない禁忌・効果
を体感してもらうポイントもお伝えします。現場
で即お役立ていただける180分です。

骨盤と胸郭を理論的にひも解き、アプローチに
活かせるように理解を深めるセミナーです。骨盤
と胸郭をそれぞれ単独のセミナーにわけて開催
します。
■骨盤／胸郭・肩甲帯の機能解剖や動きのパターン
■骨盤／胸郭とインナーユニットの関係
■発育発達過程での骨盤／胸郭機能獲得
など、骨盤／胸郭にアプローチするうえで必ず
押さえておきたいポイントをお伝えします。

石塚 利光

高須 秀一

岩﨑 由純

「視覚」についての基礎知識から、ビジョン
トレーニングの実践編まで分かりやすく解
説します。人の発育発達と視覚の発達との
関係や、運動や学習にどう関係しているか
も解説します。特に12年間のキッズ指導の
経験から見えてきた、子供ならではのアプロ
ーチ方法もご紹介しようと思います。

“岡橋流”
ひめトレバリエーション３０
～感じて、動いて、納得できる！
　　　　動画配信をライブで体験～
JCCAから配信された“岡橋流”ひめトレ動画バリエー
ションをすべて体験！ひめトレセミナーを受講したけ
ど応用の仕方を知りたい、バリエーションを増やし
たい、女性クライアントのニーズにもっと応えたい、
そんな皆さんにピッタリの内容です。筋膜リリースか
らストレッチ、筋トレ、ダンスフローまで30種類を厳
選。“感じて、動いて、納得できる”ひめトレの魅力を
たっぷりと紹介します。

JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
ATC
日本オリンピック委員会 強化
スタッフ

長年のプロバレーボールの現
場での経験を生かし、『トレーナ
ーにテーピングを』『現場の指
導者にペップトークを』『選手の
ご父母にアフターケアを』伝授
するため全国講演活動中。

ATC
 JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー
Ａ級講師
JCCA海外渉外委員長とし
て世界にコアコンディシ
ョニングを普及。
アスレティックトレーナー
として東京大学女子バレ
ーボール部のコンディシ
ョニングを担当している。

JCCAマスタートレーナー/
A級講師
愛知コアコン普及会 代表
スパークルキッズ  代表

治療院にて内科的疾患と向き
合いながら、進化の過程と発
生学、比較解剖を織り交ぜた
解剖生理学のセミナーなど年
間80本の講師を行い、現在は
キッズ指導に特に力を入れて
いる。

コラボセミナー

名古屋フェスタ 9/10（日）

10:00～11:30 11:30～13:00

飯田 覚士

JCCAスーパーバイザー
（一社）日本視覚能力トレーニング協会
　　　　　　　　　　　　代表理事

（一社）先端医科学スポーツアカデミー
　　　　　　　　　　　　　　理事

バラエティー番組への出演を
きっかけにプロデビュー。９７
年に世界チャンピオンにな
る。引退後、子どもの健全発達
プログラムを開発し、子どもた
ちの指導にあたっている。

JCCAスーパーバイザー
早稲田大学スポーツ科学部

非常勤講師
NPO法人スマイルボディネットワーク

代表

女性のボディケア、特に「骨盤底
筋」をライフワークとし、東大医
学科との合同研究やパナソニッ
ク社ジョーバＥＸ開発に携わり、
骨盤底筋フィットネスのフロント
ランナー。 岡橋 優子

骨盤底筋解剖アップデート
～男性骨盤や筋連動の
                最新情報を盛り込みました～

脳から紐解く
体感（体幹）トレーニング
～クライアントを行動変容させる
　　　　　体感（幹）トレーニング～触れない、観察できない、動かせない、骨盤底筋はト

レーナーにとってもっとも悩ましい筋肉でしょう。ま
た男女差、年齢差、個人差が著しく、25年以上骨盤
底筋体操を指導している私も驚きの発見の連続で
す。今回は、男性骨盤や腹筋や背筋との筋連動の映
像、パナソニック社新商品コアトレチェアー開発秘話
を盛り込んだ最新情報満載の骨盤底筋アップデート
版。医療系、リハビリなどで活躍するトレーナの方々
にもおすすめです。

コアコンの効果をより高める方法をご
提案します。この講座では特に【股関
節と骨盤】に絞り
・ロウアーコアのアライメントや筋力
の評価方法
・コアコンディショニングの効果を高
める『トレーニング』
・段階別エクササイズでのツールの活
用方法
の３本立てでお伝えします。
骨盤・股関節はスポーツだけでなく慢
性的な腰の不定愁訴にもつながる部
位で、単に動きをよくするだけではな
く、筋の強化も非常に重要となってい
ます。今回は特別にコアコンディショ
ニングと相性のいいテーピング方法
も特別に岩崎会長にご紹介していた
だきます。アスリートの指導に関わる
方から一般の方まで応用していただ
ける実践的な内容の１２０分です。

コアコンプラス
～アッパーコア（胸郭・肩甲帯）編～
コアコンの効果をより高める方法をご提案します。この講座では特に【胸郭と肩甲
帯】に絞り
・アッパーコアのアライメントや可動性の評価方法
・コアコンディショニングの効果を
高める『トレーニング』
・段階別エクササイズでのツールの
活用方法
の３つをお伝えします。
日常生活でアライメントが崩れ、ど
うしても可動域が狭くなりがちな胸
郭。可動性が落ちれば連動して肩
甲骨周りの動きも悪くなり、肩周り
や上肢、そして腰部の不定愁訴につ
ながります。この講座では一般の方
向けへの肩こりの改善方法や、オー
バーヘッドスポーツにおける傷害予
防につながる内容を学んでいただ
けます。特別に岩崎会長よりコアコ
ンディショニングと相性のいいテー
ピングもご紹介します。

コアコンプラス
～下肢（膝・足首・足底）編～

『コア』ではない下肢とコアの関係性
をひもときながらコアコンの効果をよ
り高める方法をご提案します。
・下腿のアライメントや筋力の評価方
法
・コアコンディショニングの効果を高
める『トレーニング』
・段階別エクササイズでのツールの活
用方法
の３本立てでお伝えします。
コアコンのセミナーではお伝えしてい
ない下肢の評価とコンディショニング
&トレーニング処方。足部からのアプ
ローチがコアにどのような影響を与え
るのかをわかりやすくお伝えします。
コアへ直接アプローチしないコンディ
ショニングも学びましょう。また岩崎
会長よりコアコンディショニングと相
性のいいテーピングもご紹介します。

コアコンディショニングをはじめとする体幹トレーニ
ング。みなさんは何を以って効果としますか？クライ
アントがその効果を体感するにはちょっとしたコツ
があります。なぜ、体感することが大切なのか？どう
やったら体感できるのか？脳科学を用いて体幹ト
レーニングの本質を紐解き、クライアントの行動を
変容させる方法をお伝えします。明日からの指導は
目の前のクライアントがエビデンスです。

女性のボディケア、特に「骨盤底
筋」をライフワークとし、東大医
学科との合同研究やパナソニッ
ク社ジョーバＥＸ開発に携わり、
骨盤底筋フィットネスのフロント
ランナー。 岡橋 優子

JCCAマスタートレーナー/
A級講師
Active Life esign　代表
作業療法士

幅広い分野のリハビリテーション
に作業療法士として従事したの
ち、子供指導や療育施設の訪問
指導を行う。その場で変化する指
導方法には定評があり、全国で講
演活動を行っている。

中鶴 真人

コアフォーストレーニング
～アスリートのためのコア強化トレーニング～
ベースの筋力を高めることを目的とした、トレーニン
グパッケージ「コアフォースファイブ」の安全かつ効
果的な指導方法を学びます。動きと呼吸を連動させ
ていることが特徴で、障害予防やパフォーマンスア
ップが期待できます。
アスリートをはじめ、スポーツ愛好家、ジュニアアス
リートに指導をされている方にもおすすめです。

JCCA認定セミナープログラム

フェスタオリジナルセミナープログラム
9:30～
　10:00

受
　
　
付

JCCA認定セミナープログラム

フェスタオリジナルセミナープログラム
9:30～
　10:00

受
　
　
付

JCCA認定セミナープログラム

三カ所とも行きたい！  でも行けない！という方へ

以下のアドレスから
お申し込みください

※フェスタオリジナルセミナーのみ視聴可能です。

https://goo.gl/sYklvX

動画配信期間 11月2日（木）～12日（日）11日間
岩﨑＆石塚コラボセミナーは全三回で全身を網羅します！

動画見放題のお知らせ

Don’t miss it!

スイングストレッチ®
ひめトレ®ストレッチポール® テーピング

動画配信価格（税込）

申し込み方法

各セミナー * JCCA認定セミナーは視聴できません。

会員・当日参加 ￥5,400
会員・当日不参加 ￥16,200

非会員 ￥21,600

【各回で登場予定のツール】

15:30～17:00 15:30～17:00

15:30～17:00

中村 直子

JCCAマスタートレーナー/
A級講師
健康運動指導士

医療現場出身のパーソナルト
レーナー。運動を通じて健康自
律する人を増やし、家族みん
なを元気にするためコアコン
を活用し、自分史上、最幸のカ
ラダづくりの習慣化を全国で
伝えている。

会員の方は、
どこか１つだけでもセミナーに
参加すれば当日参加価格が

適応になります！
つまり5,400円で見放題に！

会員の方は、
どこか１つだけでもセミナーに
参加すれば当日参加価格が

適応になります！
つまり5,400円で見放題に！

UC

LC

LF 下肢（膝・足首・足底）

名古屋

ロウアーコア（股関節・骨盤）

盛岡

アッパーコア（胸郭・肩甲帯）

熊本

コマの選択方法は自由ですが、いずれも１コマごとの費用がかかります。
例えば午前中はフェスタオリジナルセミナー、午後はJCCA認定セミナーというような選び方が可能です。

コマの選択方法は自由ですが、いずれも１コマごとの費用がかかります。
例えば午前中はフェスタオリジナルセミナー、午後はJCCA認定セミナーというような選び方が可能です。
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