
9:30 - 12:30

コアコンディショニングの祭典

Schedule

会場 大阪社会体育専門学校

同時開催

28

協会ホームページからお申込み下さい。
お申込方法

会員紹介割引
JCCA会員様のご紹介で、一般の方も会員価格で受講できます。
セミナーお申込前に、ご紹介者名を事務局宛にメールでお送りください。
※お申込み間違いによる受講料の返金は致しかねます。

13:30 - 16:30

7

・JR天王寺駅北口より徒歩６分（環状線、関西線、阪和線）
・地下鉄天王寺駅より徒歩５～８分（御堂筋線、谷町線）
・近鉄阿部野橋駅より徒歩８分（近鉄南大阪線）

9:30 - 12:30 13:30 - 16:30

JCCAマスタートレーナー／B級講師
シニアスペシャリスト
健康運動指導士

～座位で行うコアコンディショニング。
　シニアスペシャリストの入口セミナーです！～

～コアコンディショイングと
　徒手介入の融合セミナー～
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いろは体操コアキッズ体操

吉田　弥生

座位で行うコアコンディショニングエクササイ
ズです。いろは体操はからだの基本を思い出
し、骨盤底筋群を意識できるツールを使い、
コアにスイッチを入れる体操です。動きやす
いからだづくりで目の前のシニアの皆様を笑
顔をにしたい方、オススメです。※ひめトレポ
ールを使ったエクササイズです。

関西を中心に女性が美しくなるための
姿勢改善＆コアコンディショニングや
シニアの方々のための健康づくり・介
護予防トレーナーとして活動。『心も身
体も元気にっ』をモットーに笑い溢れ
るセミナーを開催。

JCCAマスタートレーナー／B級講師
JCCA関西ネットワーク副代表
コア・コンディション　代表
京橋で「姿勢」＆「体幹」専門スタジオ
コア・コンディションを運営。パーソナ
ルトレーナーとしてキッズから成人ま
で指導。発育発達過程に沿ったプログ
ラム提供に定評。近年はセミナー講師
としても活発に活動している。

陸上・水中・雪上と色んなフィールドで
“楽しく動ける身体作り”を指導。
また東海を中心に講師として活動中。
テンポの良い講習、分かりやすい説明
には定評がある。

JCCA認定セミナー
再受講（会員のみ）会員・一般セミナー名

18:30 - 20:30
28

お支払い方法
①コンビ二払いの場合…6日前の 23:59まで申し込み可
②クレジットカード決済の場合…前日の 18:00まで申し込み可
※お支払い方法により申込期限が異なりますのでご確認のうえお支払いください。
【お申込みURL】https://jcca-net.com/seminar_search/index/cat:48

取得！

※12月4日からお申込み可能です。

会場　大阪社会体育専門学校
アクセス

会場　大成閣（受付 18:15～）

指導者は夜育つ！全国の仲間と会える！
語り合える！

岩﨑　由純

岩﨑　由純
石塚　利光

超実践型・体幹トレーニング×
バランスボール  基礎～応用編

子供の身体と眼の
発育発達を紐解く

コアからひも解く
カラダの不思議

現場に役立つ
ひめトレ攻略法

足元からの
体幹トレーニング

下肢障害予防のための
コンディショニング
プログラム

コアコンディショニング＆
シナプソロジー®

KOBA式体幹☆バランス

発育発達からひも解く
トップアスリート

ベーシック
ファウンデーション
プラス

眼から鍛える
体幹トレーニング

コアキッズ体操

いろは体操 スイングストレッチ
ベーシック

コアセラピー
ベーシック

もっとコアコンディショ
ニング

『走る』を紐解く

堀上　智生

小島　成久

13：00～14：30

木場　克己 中鶴　真人

梅本　道代

尾陰　由美子

尾陰　由美子
岡橋　優子

昼休憩　11:30～13:00

昼休憩　12:30～13:30 昼休憩　12:30～13:30

昼休憩　11:30～13:00

休憩　14:30～15:00休憩　14:30～15:00

石塚　利光

運動神経は生まれつき
じゃない！を証明しよう

脳と身体の機能的な
使い方

宮田　拓 田中　満

渡辺　なおみ

飯田　覚士
宮田　拓

渡辺　なおみ

小島　成久
渡辺　なおみ

大懇親会

1月28日（土）　総合受付　9:00～

13：30～16：30

平井　純子

9:30～12：3010：00～11：30

18：30～20：30

1-01 1-02 1-03

1-04 1-05

1-06

1-07 1-08

1-09

1-10

13：00～14：30 13：00～14：30

15：00～16：3015：00～16：30

17：00～17：30

13：00～14：30

10：00～11：30 9：30～12：30

15：00～16：30

13：30～16：30

15：00～16：30

1月 29日（日）　総合受付　9:00～
10:00～11:30 10:00～11:30 9:30～12:30

13:30～16:30 13:30～16:30

9:30～12:302-01 2-02

2-04 2-05

2-03

2-06

2-09

2-10

2-07 2-08

認定セミナー

認定セミナー
中鶴　真人

吉田　弥生

認定セミナー

認定セミナー

参加費
各セミナー

*1 コラボセミナーは1-03尾陰＆岡橋、1-06石塚&岩﨑、２-03飯田＆宮田＆渡辺、2-06小島＆渡辺の
　 いずれか１コマ価格です。
*2 動画配信は、生中継ではなく開催後２週間を目安に行います。詳細はJCCAのHPにてご確認ください。

 １コマ
コラボセミナー*
動画配信*
懇親会

非会員 　￥4,320　　学生　￥3,240 

￥8,640会員かつ
当日受講者 ￥21,600 ￥32,400会員かつ

非参加者  非会員
 ￥4,000

中鶴　真人平井　純子堀上　智生

 ¥7,560  ¥1,890
コアキッズ体操
いろは体操
コアセラピーベーシック
スイングストレッチベーシック

1-09 2-091-10 C

～骨盤、股関節、胸椎への
　同時アプローチエクササイズ～

スイングストレッチ
ベーシック

コアセラピーベーシック

このセミナーでは新ツールである『スイングスト
レッチ』を活用し 骨盤、股関節、胸椎へアプローチ
していく方法を学びます。
関節の可動域を広げつつも、
コアの連動性も高めることの出来るスイングスト
レッチ。 
ゴルフや野球、テニスなど回旋動作の多いスポー
ツだけでなく ランニングを始めとする『走る』スポ
ーツにも効果的な内容です。

コアセラピーベーシックセミナーでは、自力でスト
レッチポールに乗れない方へのポールへの乗せ
方と徒手介入によるコアコンディショニングを実施
する「ベーシックファウンデーション」をお伝えしま
す。

この方法によって入院時からストレッチポールを
セラピーに導入し、早期にセルフコンディショニン
グの意識を持っていただけるようになります。

また、新たな姿勢反応や正中感覚を再学習しやす
くなるだけではなく、立位や歩行に
必要な基本的な身体の使い方を
身につけることが可能となります。

C
C

C

2-10

会員　￥3,240
非会員 　￥6,480　　学生　￥5,400 会員　￥5,400

各種更新・継続単位申請中 健康運動指導士
健康運動実践指導者
Gボール協会

ＪＡＦＡ
ＪＡＴＩ

資格更新のための認定単位について
提携他団体指導者資格の更新（継続）単位を
ご希望の方は、事前に登録番号、保有資格種類を
事務局までメールでお送り下さい。
※登録番号のご連絡がないと、書類のお渡しができません。
※フェスタ終了後にご自宅へ単位申請書をお送りします。

JATI継続単位対象セミナー
・1-02　コアからひも解くカラダの不思議
・1-04　KOBA式体幹☆バランス
・1-07　発育発達からひも解くトップアスリート
・2-01　下肢障害予防のためのコンディショニングプログラム
・2-02　足元からの体幹トレーニング

Gボール協会
・2-05　超実践型・体幹トレーニング×バランスボール  基礎～応用編
・2-07　脳と身体の機能的な使い方

健康運動指導士・健康運動実践指導者／
　　　　JAFA更新単位対象セミナー（申請中）
全セミナーを対象に申請しています。
（申請許可が降りない場合もあります）

Osaka

主催：一般財団法人 日本コアコンディショニング協会
後援：株式会社 ルネサンス
　　   特定非営利活動法人 日本トレーニング指導者協会
　　   公益社団法人 日本フィットネス協会
　　   特定非営利活動法人 日本Gボール協会

飯田　覚士

これだけは
知っておきたい！
男性の骨盤底筋解剖

岡橋　優子

無料特別セミナー

御堂筋線心斎橋駅５番出口
大丸本館・北館の間を抜け東へ１００m

新橋

【心斎橋駅】【心斎橋駅】

御堂筋
大丸前

大
成
閣５番出口

DoCoMoDoCoMo

カメラの
ナニワ

JCCAマスタートレーナー／A級講師
ひめトレ教育トレーナー
味覚変容ダイエットコーチ、
SIA(日本プロスキー教師協会)アルペン
スキー教師

～まっすぐ立つための
　　　　　土台作りの体操～

楽しくなければ子どもはやらない。効果が出
なければ指導者は続ける意味を感じない。
それらを一挙に解決するのが発育発達の過程
に沿って作られたキッズ向けの体操がコアキッ
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。赤ち
ゃんが生まれてから立ち上がるまでの過程で
必要な要素をひとつひとつの動きに入れて作
られたコアキッズ体操。
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。

医療系国家資格保持者限定セミナー

JCCAマスタートレーナー／A級講師
ActiveLifeDesign代表
作業療法士
超急性期から超慢性期のリハビリテーショ
ンを経て、現在精神科に勤務している異色
の作業療法士。週末は脳生理学を基にした
セミナーを全国で開催し、様々な分野を紐
解く。通称「愛の脳科学者」

28 2912/4から
申込開始！
12/4から
申込開始！



10:00-11:30 13:00-14:30

9:30-12:30 13:30-16:30

15:00-16:30 10:00-11:30 13:00-14:30 15:00-16:30
28 29
1-01 1-04 1-07

1-02 1-05 1-08

2-01 2-04 2-07

2-02 2-05 2-08

2-03 2-069:30-12:30 13:30-16:301-03 1-06

治療家の方向けセミナーアスリート指導者の方、インストラクターの方向けセミナー 国家系医療資格保持者の方向け限定セミナー

・・・動きやすい服装でご参加ください
　　（ジーパン、スカート不可）

・・・治療家の方へオススメのセミナー

・・・アスリート・ジュニアアスリートを
　  指導者する方へオススメのセミナー

・・・動画配信可能セミナー

JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
NATA公認アスレティックトレ
ーナー
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。

JCCAマスタートレーナー／
A級講師
シナプソロジーアドバンス
教育トレーナー
運動指導において、「機能的
な身体の使い方」を分かりや
すく提供している。２０１５
年からはコーチングの学び
も始め、運動とコーチングを
融合したエクササイズ提供も
行っている。

岩﨑　由純

JCCA会長
トレーナーズスクエア（株）代表
NATA公認アスレティックトレ
ーナー
日本オリンピック委員会 強化
スタッフ

岩﨑　由純

思い出してください。
ストレッチポールから降りた後のべ
っちゃり感。コアスタビライゼーショ
ン後のどっしりと重心が低くなる安
定感。コアコーディネーション後の
身体が動きやすくなる感じ。このす
べての要素を今までと違ったコア
へのアプローチ方法でお伝えしま
す。「こんな動きで身体が変わるん
だ！」「今までこんな方法でコアトレ
したことがない！」 そんな驚きをお
約束します。コアの本質を見極め、
枠にとらわれないコンディショニング、トレーニング。
自分の指導にマンネリを感じている方、変化を求め
ている方必見の内容です。指導歴３０年のベテラン
トレーナーが惜しみなくお伝えします！

～枠にとらわれないコアの強化～

超実践型・体幹トレーニング×バランスボール
基礎～応用編

小島　成久

田中　満

JCCAマスタートレーナー／
A級講師
健康運動指導士
㈱ニューバランスジャパン・
　ランニングアドバイザー

～趾（あしゆび）、その機能を見直すと
　　　　　体幹力が驚くほどアップする！～

～子供たちに伝えたい
　正しい身体と眼の使い方～

～元トップランナー×トレーナー
２人による“走”の徹底解明～

ヒトの体の中で唯一地面に接して
いる足裏。とりわけ趾の機能が体幹
の安定性や出力アップ、柔軟性に大
きく寄与しています。ところがあまり
にも小さいため意外と見落とされ
がちな部位です。ほんの僅かでも現
状より改善すると驚くほど体に変化
が起きます。ぜひこの講座でその重
要性に気づいていただき、日ごろの
コンディショニングやトレーニング
に活用して下さい。 

足元からの体幹トレーニング
見える、動ける！知って得する体幹と眼の関係
「何度も同じミスをする」、「試合の後半戦に弱
い」、「試合にムラがある」、こんな子どもはあな
たの指導の中にはいませんか？これは、“眼”が
原因でうまく出来ない場合があります。視力は
良くても視覚能力に問題があり、眼のスタミナ
がなかったり、距離感やバランス感覚が悪くて
空間を把握することが苦手だったりするので
す。そういった子どもには、競技パフォーマンス
向上のために体幹トレーニングを指導しても、
効果が上がらないばかりか、体幹トレーニング
自体がうまく出来ないことも。この講座では、ま
ず視覚とコアの関係について知って頂きたいと
思います。そして専門的な器具がなくても行え
るビジョントレーニングを紹介しながら、ビジョ
ントレーニングを通じてコアの機能を高め、競
技力をアップしていく方法をお伝えしていきます。これからどんどんパ
フォーマンスがあがる子どもにとって眼を鍛えることは特に重要です。
子どもたちの夢を応援したい指導者には必見の内容です。

眼から鍛える体幹トレーニング

『走る』を紐解く子供の身体と眼の発育
発達を紐解く

ランニングを日本の文化に！の
思いを胸に日本全国を飛び回
るランニングトレーナー。フォー
ム作りではあまりの変化の大き
さに『こじこじマジック！』と驚嘆
される。

～ひめトレとスモールボールのコラボ～
～実践！コアキッズ体操の現場取扱説明～

～球技系スポーツ編 ～
骨盤底筋などインナーユニット
だけでなく、身体の骨、関節、靭
帯など結合組織、筋肉の場所や
サイズを理解して、機能を身体の
動きを通して視覚化（イメージ）
しながら、機能改善の考え方を学
んでいきます。ひめトレの感覚入
力やスモールボールの特性を活
かしながら、身体の様々な機能を
引き出していきましょう。単にエ
クササイズを提供するのではな
く、自分の身体に興味を持ち、変
化に立ち会い、自分の身体が好
きになって、心地よくなって、能動的になる自立学習
のステップも学んでください。当日は、スポーツタオ
ルを持ってきてください。ひめトレの様々な使い方も
習得してくださいね。

スポーツ現場でトレーナーに求められる
最優先課題のひとつは障害予防です。た
だ、一概に「このコンディショニングをす
れば全て解決します」というほどシンプル
ではないのが実際です。ではどのように
すれば障害を予防できるのでしょうか？
大切なのは各スポーツの競技特性を知
り、その競技特性に合ったプログラムをこ
構築することです。この講座では最新エ
ビデンスを元に特に球技系スポーツでの
障害予防について進めていきます。また、
実際に講師の指導する東京大学女子バレーボール部で実践して
いるウォーミングやコンディショニング方法もお伝えします。
球技系スポーツに携わるトレーナー、治療家であれば必ず学びの
多い内容です。

「運動神経は生まれつきじゃない！」こ
れは私が体育現場で言い続けてきた
言葉です。
育っていく環境要素こそが大きく運
動発達に関係していることを長年に
渡って見てきたからです。その運動発
達の第一歩を再学習するために考案
したコアキッズ体操。大人の皆さんで
さえも体の変化を感じ取って頂けると思います。しかし、
この体操・・。意外と現場での取り扱いが難しかったりす
るのです・・。そこで、子ども達が自発的にコアキッズ体
操に取り組むために。現場での取り扱い説明をしようと
思います。
現場で即・使える形でお届けします。要・動く準備です。

脳と身体の機能的な使い方

宮崎市でジュニアアスリートの
育成施設・あすりーと道場
BUSHITSUを運営している。キッ
ズコアコンディショニング講師、
コアキッズ体操考案者。

コアからひも解くカラダの不思議
KOBA式体幹☆バランス
これだけは知っておきたい！男性の骨盤底筋解剖
もっとコアコンディショニング

コアコンディショニング＆シナプソロジー®
コアからひも解くカラダの不思議
現場に役立つひめトレ攻略法
KOBA式体幹☆バランス

もっとコアコンディショニング
発育発達からひも解くトップアスリート
これだけは知っておきたい！男性の骨盤底筋解剖
下肢障害予防のためのコンディショニングプログラム

足元からの体幹トレーニング
子供の身体と眼の発育発達を紐解く
運動神経は生まれつきじゃない！を証明しよう
超実践型・体幹トレーニング×バランスボール

『走る』を紐解く
脳と身体の機能的な使い方
眼から鍛える体幹トレーニング
コアキッズ体操(JCCA認定セミナー）
いろは体操(JCCA認定セミナー）

ベーシックファウンデーションプラス
コアセラピーベーシック(JCCA認定セミナー）

…インストラクター（集団指導をされる方）へ
　オススメのセミナーSchedule

このコラボセミナーでは走るを極め
るべく日本のトップで活躍していた
ランナーで現在はトレーナーをされ
ているお二人の講師が登壇します。
オリンピック強化選手にもなり、世界
で活躍するランナーの指導に携わる
渡辺氏。
１００キロマラソンの元日本記録保
持者で大人気ランニングクラブの運営を行う小島氏。
このお二人から走るための実際に選手に処方しているパフォーマンスアップトレーニングや怪
我予防のためのセルフエクササイズの処方を学びます。
ただ今回はそれでけでなく走る時の【感覚】や【コツ】も伝授していただきます。
言葉や書籍、動画だけでは学びにくい、_【感覚】や【コツ】を実際に体感をしていただきながら徹
底的にお伝えします。
ランナーを指導される方、走るスポーツを指導される方には必見の内容です。

子供たちはどのようなプロセスで身体
の動かし方、眼の使い方を学習している
のでしょうか？そしてそれらのプロセス
で獲得すべき重要な機能はどのような
ことでしょうか？
このセミナーはコアキッズ体操の考案
者でキッズ指導のスペシャリストである
宮田氏、発育発達理論の生みの親であ
る渡辺氏、キッズにおける身体と眼の専
門家飯田氏のコラボセミナーです。
発育発達における身体と眼の発達。それらの考えを実際の指導現場に応用する方法
と実際のエクササイズ。それぞれの考え方やアプローチ方法、そして子供たちに接す
るときに大事なポイントをお伝えいただきます。
キッズ指導の専門家３人から理論と実践の両方を学べる３時間です。

～ここが知りたかった！バランスボールの指導法とコツ～

～コアコンの原点と科学的根拠の
　コラボレーション～

重要ではあるけれどマンネリ化しがち
な体幹トレーニング。そこにボールを取
り入れることで、体幹トレーニングの効
果を高めることができ、クライアントを
飽きさせない指導が可能になります。
多くの指導者はボールを強度を上げる
ことに使いますが、実際の現場で必要
なことは強度を上げることだけではな
く強度を下げることもクライアントによ
っては必要です。このセミナーでは、ボ
ールをうまく活用しながら楽しく体幹
（インナーとアウター）をトレーニングす
るテクニックやトレーニングのバリエー
ションが学べます。基礎から応用までの
身のこなし方そして指導法をボールと
一緒に体感しながら学びましょう！

コアコンディショニング＆
シナプソロジー®

梅本　道代

〝真の健康〝とは、身体と脳が元気で
あることです。この講座では、「脳」と
「運動（体幹）」両方を使ったプログ
ラムを提供致します。身体を動かし
ながら脳を活性化させるシナプソロ
ジー。ストレッチポールをいろんな
使い方をしての体幹安定エクササイ
ズを体験して頂きます。楽しみなが
ら行えるので、クラスも盛り上がり、
参加者同士のコミュニケーションに
も効果あり！シナプソロジーが初め
ての方、ストレッチポールの使い方
のバリエーションが知りたい方、この
機会に是非、ご参加下さい。

コアからひも解く
カラダの不思議

飯田　覚士
JCCAスーパーバイザー
元WBA世界
スーパーフライ級
　　　　　　チャンピオン
飯田覚士ボクシング塾
ボックスファイ　会長

JCCAスーパーバイザー
元WBA世界
スーパーフライ級
チャンピオン
飯田覚士ボクシング塾
ボックスファイ　会長

飯田　覚士

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。

C

C

尾陰　由美子
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

～世界で戦うために～
～脳と体幹を「スパイスアップ！」～ スポーツ現場での傷害予防のためには

「体幹を鍛える」ことの重要性はみなさん
もよくご存じだと思います。
では、実際のプロアスリートの現場ではど
のくらいの体幹の強さが必要でしょうか？
そして体幹を強くするために実際にどの
ようなトレーニングを行えばいいのでしょ
うか？
今回のコアコンフェスタでは私が日々行っ
ているプロアスリートへの体幹トレーニン
グの指導法を現場で起こりうる事例など
も挙げながら、具体的にご紹介いたしま
す。
スポーツ現場で体幹トレーニングを活かし、結果を出したい人に
お伝えしたい内容です。

木場　克己

KOBA式体幹☆バランス

KOBAスポーツエンターテイメント㈱
㈲コバメディカルジャパン
㈱アスリートウェーブ　　代表取締役
サンフレッチェ広島F.Cユース
コンディショニングアドバイザー
TTC（トータルセラピストコミュティ）代表理事

元FC東京ヘッドトレーナー　　横浜
FCアドバイザー　東京ヴェルディ
1969アドバイザー　
プロアスリートパーソナルトレーナー
　約50名（長友佑都・大儀見優季・柏
木陽介・谷本歩実・金崎夢生　等）

C

JCCAマスタートレーナー／
A級講師
ActiveLifeDesign代表
作業療法士
超急性期から超慢性期のリハビ
リテーションを経て、現在精神科
に勤務している異色の作業療法
士。週末は脳生理学を基にしたセ
ミナーを全国で開催し、様々な分
野を紐解く。通称「愛の脳科学者」

ベーシック
ファウンデーションプラス

圧倒的体感と効果をもたらす
StretchPole®によるエクササイ
ズ。今やスポーツや運動愛好家
のためだけのエクササイズだ
けではなく医療現場でも当たり
前の存在になってきています。
本セミナーではStretchPole®を
リハビリ、治療の現場でさらに
導入しやすくするために「床へ
の適応と立ち上がり」「手指～肩
甲帯へのアプローチ」「足部～骨盤帯へのアプロー
チ」をお伝えします。これからStretchPole®を治療に
導入したい方は必見！StretchPole®を使った徒手介
入により治療がさらに効果的かつスピーディーとな
ること間違いなしです！お待ちしてます。

中鶴　真人

C CC

C

CC

渡辺　なおみ
JCCAスーパーバイザー
あすりーと道場
BUSHITSU チーフコーチ

～パフォーマンスの高さは
　才能で決まるのか？～

世界で活躍するアスリートの指導に
関わらせてもらい、見えてきたこと
があります。それは環境が選手のパ
フォーマンスに大きな影響を与える
ということ。生まれ持った才能やセ
ンスも大切ですがそれ以上に大き
な影響を与える要素は『環境』です。
このセミナーではトップアスリート
に必要な『環境』を発育発達の観点
から紐解きお伝えしていきます。ア
スリートだけでなくジュニアアスリ
ート関わるトレーナー、治療家に知
っていただきたい内容です。

発育発達からひも解く
トップアスリート

「発育発達コンセプト」構築など、
ＪＣＣＡの重要なコンテンツァ。
自身のアスリート経験から身体
と心のつながりの重要性に気づ
きトレーナーとしての心のコンデ
ィショニング普及にも活動中。

C

～ひめトレを１２０％活用する～

これだけは知っておきたい！
男性の骨盤底筋解剖

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
東京都広尾看護専門学校
　　　　　　　　非常勤講師

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

骨盤底筋群のコンディショニング、トレー
ニングツールとして認知度の高いひめト
レ。しかし多くの方はこのツールを“女性
用”と勘違いしているのではないでしょう
か？
このセミナーでは普段語られることの少
ない男性のための骨盤底筋解剖をひも
解き、医学データや弱化によるトラブル
のを紹介し、男性と女性の指導にあたっ
て違いはあるのか？指導のポイントと
は？男性の骨盤底筋群と女性の骨盤底筋群の違いをお伝えしなが
ら、男性にひめトレを指導する際のハテナを明らかにしていきます。
ご自身のコンディショニングはもちろん、男性クライアントを指導さ
れる方にもぜひ学んでいただきたい内容です。

C
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C C

尾陰　由美子
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 コラボセミナー

～バリエーションと
　その指導実践法～

もっと
コアコンディショニング

現場に役立つ
ひめトレ攻略法

JCCAスーパーバイザー
NPO法人スマイルボディ
　　　　　　ネットワーク代表
早稲田大学スポーツ科学部
　　　　　　　　非常勤講師

岡橋　優子

コアコンディショニングの原点であり考案者である
岩崎会長。
そしてアメリカを始め世界中を飛び回り様々な情報
を現場でも実践されているプラクティカル・リサー
チャーの石塚氏。
このお二人のコラボレーションセミナーです。
テキストには載せきれなかった細かな情報やもっ
と体感を出す方法を、コアリラクゼーション、コアス
タビライゼーション、コアコーディネーション３つの
ステージでお伝えしていきます。
またそれだけではなく研究をもとに得られた情報をどのように解釈して、コアコンディショニン
グの実践に活かすのかもお話します。
コアコンの原点とそして研究情報の応用を学び、もっと深みのある指導力を身につけませんか？
大阪フェスタ限定のセミナーになります。

ひめトレをあらゆる世代の方に、そして
さまざまな場面で使っていただくため
にとっておきの内容を岡橋優子＆尾陰
由美子のY.Oコンビがお届けします。
特に女性のライフパートに合わせた体
の不調やホルモンバランス、メンタル
の状態をシッカリと理解して、医学知識
に則ったひめトレの活用法を知りたく
ありませんか？
翌日からすぐに現場で役立つひめトレ
の活用方法をバリエーションの紹介と
その考え方を学びます。さらに、グループ指導とパーソナル指導における効果的な
アプローチ法をケースを用いながら実践的に学びましょう。3時間濃厚なひめトレ
の学びで、現場に即アウトプットできます。

CC

コラボセミナー コラボセミナー

医療系国家資格保持者限定セミナー

石塚　利光
ATC
 JATI-AATI
JCCAマスタートレーナー／
Ａ級講師

石塚　利光
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。

小島　成久
JCCAマスタートレーナー／
A級講師
健康運動指導士
㈱ニューバランスジャパン・
　ランニングアドバイザー

宮田　拓
JCCA
マスタートレーナー／
A級講師
あすりーと道場 
BUSHITSU　代表

運動神経は生まれつきじゃない！
を証明しよう

下肢障害予防のための
コンディショニング
プログラム

渡辺　なおみ

JCCA
マスタートレーナー／
A級講師
あすりーと道場 
BUSHITSU　代表

宮田　拓

JCCAスーパー
　　　　　バイザー
あすりーと道場
BUSHITSU
 　　　チーフコーチ

渡辺　なおみ
JCCAスーパーバイザー
あすりーと道場
BUSHITSUチーフコーチ

下肢障害予防のためのコンディショニングプログラム
眼から鍛える体幹トレーニング
スイングストレッチベーシック(JCCA認定セミナー)

JCCAマスタートレーナー／
A級講師

アメリカワシントン州にて
スペシャリストの資格を取
得。
パーソナルトレーニングス
タジオＬＯＨＡＳにて人
の発育発達理論を基礎と
したダイエット＆コアコン
ディショニンググレイシー
柔術（護身術）を指導。


