
タイムトライアル 

ベーストレーニング 
時間 概要 目的 負荷レベル 対象
90分 色々な時間、運動レベ

ル、ケーデンスで６つ
のクライミングを乗り
切る

ベーストレーニングと
して、はどトレーニン
グの中日のテンポトレ
ーニングとして

低め 
９０分中にRPEレベル
７を超えるのは５分未
満

基礎力をアップしたい
初心者、高強度トレー
ニングの中日に負荷の
軽いメニューが必要な
人

時間 概要 目的 負荷レベル 対象
３５分 TTのWW　Topサイク

リストと走る
高出力を出しながらも
集中力を高められるよ
うになる

高強度 中級以上で３０分近く
の長い時間高い心拍で
LT強度をキープできる
方

６０分 ２０分間FTP（機能的
作業閾値パワー）テス
ト

サファーフェストのト
レーニングを実施する
ために必須のRPE１～
１０のパワー、心拍数
を割り出す際に必要な
FTP値の測定

やや高い 日頃から有酸素運動を
されている方はまずは
ここから 
日常的に運動をしてい
ない人の場合まずは
Wattbikeのbeginner
向け16週プランから
始めるのがおすすめ



スタイル 

60分 閾値より少し低い運動
レベルで８つの山を登
る

疲労せずに閾値レベル
の向上、キツイの坂を
乗り切るための筋力ア
ップ

中強度 心肺能力を上げLT閾値
値、FTP値を上げたい
初級人以上、負荷を上
げずに登坂力アップの
筋トレを求める中級者
以上

22分 タフなトレーニングの
ための効率的なウォー
ムアップ

レース、イベント、サ
ファーフェストなどの
ための完璧なウォーム
アップ

中より高め 初心者以上：数秒の全
力を出し切る高い負荷
を出すことに耐えらら
れる方

IGNITER

時間 概要 目的 負荷レベル 対象

38min ペダリング効率アップ
とフォーム改善の講座

ライディングの基本習
得と見直し。 
定期的なライディング
のチェック。

低め 全てのレベルの方が対
象。初心者にはきつく
感じる所がある場合エ
フォートレベルを１～
２低くするべき。



スピード 
時間 概要 目的 負荷レベル 対象
51分 5 x 4分 

高強度インターバル
逃げる力をつけたい、
アタックを決める力を
つけたい

かなり高い 上級者 

60分 2分から15秒のインタ
ーバル８本を２セット

リピート力の向上。最
高強度の負荷

非常に高い 中級者以上 

THE DOWNWARD SPIRAL

45分 １分最大強度インター
バル　 
ｘ１５本

最大パワーとリカバリ
ー能力の向上

かなり高い 上級者向け 
初級者はRPE1低く

60分 アクセリング・インタ
ーバル　（インタバル
ごとに負荷レベルを段
階的にあげる）

プレッシャの中での加
速力向上

かなり高い 中級者以上 
スピードのほかヒルク
ライム、TTにも対応



68分 5秒、１０秒、15秒の
スプリント　 
x６４本 

レースでのスプリント
で勝つ！

かなり高い 上級者 

60分 有酸素MAXと乳酸性
作業閾値のインターバ
ル　９本

限界状態でのパフォー
マンス向上

かなり高い 上級者 
定期的なトレーニング
を続け、高負荷心肺ト
レーニングに耐えられ
る方 

44分 1セット目はエフォー
トとリカバリーが同じ
時間のインターバル１
１本。２セット目はエ
フォートとインタバー
ルの時間は変化するイ
ンターバル１１本。

トップスピード力強化
と高負荷からのリカバ
リースピード向上

非常に高い 上級者 
ロード、クリテリュウ
ム、MTB,シクロ 

DO AS YOU TOLD



クライミング 

39分 15秒最大パワーと15
秒のリカバリーのイン
ターバルを２０回を２
本

頻繁な急激なペースの
アップダウンに強くな
る。高いプレッシャの
中でのフォームについ
ても学ぶことができ
る。短時間で高い効率
を求めたい時に向いて
いる

非常に高い 上級者： 
特にクリテリュウム、
シクロに向く

時間 概要 目的 負荷レベル 対象
56分 アタックを繰り返す8

分の登り　３セット
テンポで走る登り中で
の変化に対応できるよ
うになる

中強度 中級者以上 
ヒルクライムレース参
加者

48分 なんどもアッタクを繰
り返す３つの登りの
後、ゴールへの逃げ切
り

限られたリカバリーの
中でもしっかりとした
ペースをキープし、時
にアタックにも対応で
きる様になる

高め 中級者以上 
ヒルクライムレース、
エンデューロ参加者



レースシミュレーション 

50分 低いケーデンスで１１
のインターバルにより
筋力と耐久力を鍛える

低いケーデンンス、時
に立ち漕ぎでベダルへ
伝える力、トルクを向
上させる

中強度 初級者以上 

60分 断続的な40分間のヒ
ルクライム

クライマーから羨望の
眼差しを受ける登りの
耐久力をつける

高強度ー最後のスプリ
ントで１０があるがそ
こまでは淡々と７～8
をメインに４０分継続

中級以上で長い時間高
い心拍をキープした運
動に慣れている方

THIN AIR

時間 概要 目的 負荷レベル 対象

20分 レースシミュレーショ
ン

閾値向上、短い登坂 中強度の上 中級以上 
クライムレース、スピ
ードレース参加者 

EXTRA SHOT:20

85分 ミラミッド型TT 
6:00x3、レース・シ
ミュレーション 
3:00x5本、スプリン
ト 2:30x3

ロードレースでの様々
な忍耐力

高強度 上級者 
スピードレース、TT
参加者

LOCAL HERO



54分 レースシミュレーショ
ン　１０分ｘ３

レース中の振るい落と
しの場面で生き残る

中強度 中級者。 
ヒルクライム、エンデ
ューロレース参加者

48分 レースシミュレーショ
ン　１３：３０ｘ２

高強度 上級者。 
トラックレース、シク
ロクロス参加者

THE BEST THING IN THE WORLD

50分 オムニウム・トラッ
ク・レースを再現した
６本のインタバル

厳しいレースを想定。
限界までスプリントで
きるように

中強度の上 中級者以上 
トラックレース

THE OMNIUM



エンデューランス 
時間 概要 目的 負荷レベル 対象
1時間40分 20秒から10分の幅

広いインターバルを
体験する

様々な状況を想定
した長いワークア
ウトを通しそれぞ
れどうの様に体が
反応するのかを理
解する

中の上。時間は長
いが乳酸LT強度が
長く、短い
RPE9,10の間に休
息期間が十分にあ
るため乗り切れる

中級以上で各種レー
スに参加を目指す
競技志向者

75分 ２０分を２本の後
３分のTTシミュレ
ーション

長い時間レース強度
に耐えられるよう
になる

かなり高い 上級者 
長い時間高心拍を
維持するトレーニン
グを積んだ方 

２時間 １５分、２０分、
２０分、８分の４
つのビッククライム
に続いてゴールに向
けたスプリント

レースパフォーマン
スと登坂力の向上

高強度 上級者 
長い時間高心拍を
維持するトレーニン
グを積んだ方



マッシュアップ（複合） 

時間 概要 目的 負荷レベル 対象
46分 インターバル１分ｘ１

０と１５秒ｘ２０
サファーランド人らし
いスピード狂へチュー
ニング

非常に高い 上級者

Recovery is Easy

64分 テンポクライムでウオ
ームアップしショート
インターバルのあと１
３：３０のレースシミ
ュレーション

ブレークポイントを把
握し克服する

非常に高い 上級者

The Best Way is Blended

55分 １分のインターバル１
０本の後レースシミュ
レーション１０分、山
頂ゴールシミュレーシ
ョン８分

リカバリーをはさんで
ペース、サージ、アタ
ックと変化に継続して
対応できるようになる

中の上 中級者以上

Told Off by Angel


