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MetabolicAdaptationstoSwimmingTrainingunder
Simulated-HighAltitudeinRats
SadayoshiTAGUdⅡ*，ＨｉＩＤｓｈｉＯＫＡＭＯＴＯ＊*，
ShigehikoOGOH＊＊＊ａｎｄＳａｋｉｙａＹＡＭＡＳＡＫＩ＊＊＊＊
模擬高地におけるラットの水泳トレーニングに対する代謝適応
田口貞善岡本啓小河繁彦山崎先也

Abstract

lraininggroupatsimulatedaltitudeof2200meters(2ＨＳ)hadremarkablymuchhigherSDHactivities

inthesoleusandextensordigitorumlongusmuscles・However,inhigheraltitudegroupequivalentto
4000meters(4ＨＳ)itwassubstantiallydecreasedThelongestenduranceswimmingtimeonaveragewａｓ

ｆｂｕｎｄｉｎｔｈｅ２ＨＳｇｒｏｕｐＴｈｅｓｅｆｉｎｄｉngssuggestthataltitudetrainingat2200metersinducesbetter
improvementinbiochemicalcharacteristicsandendurancecapacity

Keywords；Simulated-A1titude，Hypoxia，SuccinateDehydrogenaseActivityぅSwimmingTraining，
InnduranceTime．

高度2200ｍに相当する低圧環境下でトレーニングした群はヒラメ筋および長指伸筋においてコハク酸脱水素
酵素活性が常圧群よりも著明に増加した。しかしながら、4000ｍ相当群は反って減少することが確かめられ
た。また、持久水泳時間は2200ｍ相当群に延長がみられた。これらの結果は生化学的特性およびパフォーマ
ンスにおいて2200,群で最も大きな改善がみられることを示している。

Enduranceexemisetmininghasbeendemonstrated

p1℃vlous配port'0),itwasconhnnedthathighaltitude-

tomc1℃asesuccmatedehydrogenaseactMty,ａｓwell

bomratshavehigherlevelsoftheoxidativeenzymem

asincreasingtheareaofslow-twitchfibersmthe

theskeletalmusclethanthatfbundmsealevel-bom

skeletalmuscle・Similarmetabolicadaptationshave

rats・Itohetal8)showedthatthemcI℃asedpementage

beenObservedasaresultofaltitudeexposurelnour

offnst-twitch，oxidativefiberswasfbundinthe
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developingratunderhypoxicconditions,Ｗｅ３)ａｌｓｏ

anddividedintosectionsfbrindividualchemical

１℃poltedthathypoDdaPaoclimatizedmtshaveamlatively

determinations・Tissueglycogencontentwas

highpercentageofFOGHbelgandalowerpe1℃entage

deternnnedcalorimetIicanybytheAnthronemethod

ofSOfIbersthanage-matchedcontrolratsln

accordingtoVanHandel'7).Succinatedehydrogenase

comparlsonwithdescliptionsofcardio-respiratoly

(ＳＤＨ)activityat37℃wasassayedusmgamodified

adaptation15ﾊ'6),ｏｎｌｙａｆｂｗ１℃poltexistconcemingthe

spectmfluolDmetlicmethoddescmibedbyShePherdet

systematicstudyofChangesmmetabOlicpMilesofthe

aL11).Onehundredβｌａｌｉｑｏｕｔｓｏｆｌ:100(ｗｔ.：vol.）

skeletalmusCleasaresultacombinationofaltitude

homogenatesp1℃pa１℃ｄｍＯ１７ＭＰＯ４-0.05％BSAbuHbr

exposu１℃andenduranceexemisetramng6L7),９),12-14）

(ｐＨ7.4)wereincubatedfbr5minutesat37℃、

Despitethepaucityofdatathe1℃１℃mamsasacceptance

mmaratefbnnedduringthe1℃actionwasdetennined

asfactthatenduranceexemisetrainingcaniedoutat

UuommetIicaUybyPlacing60似lofPCAextractm3,O

altitudewiUresultinmarkedmetaboUcadaptations

mlofmediumcontaininglOOmMhydrazme(ｐＨ９２）

withintheskeletalmusclewhichenablesagreater

and0.36,ＭＮＡＤ・Ｔｈeinitialfluorescencewasread

exercmseperfblmance､Therefbre,thepurposeofthis

andtheI℃actioninitiatedbyadding30/dofasOlution

studywastodeternmnewhetherornothighaltitude

containingO25mg／mlfUmaraseand5mg／ml

endurancetrainingwasmoreefIbctivethanthe

malatedehydmgenase・TheChangemUuo唾scencewas

eqUivalentsealeveltraininginimprovmgmuscular

detenninedafter25hincubationatIDomtemperatuI℃

endurancecapacityandwhetheritprovidedamore

(Ca、２４℃)．

maxkedbiochemicaladaptationoftheskeletalmuscle．

RESULTS

METHODS

TherewerenosignificantdifIbrencesbetweenthe

TWentymaleSprauge-Dawleyratsathveweeksof

gIDupsmbodyweightandglycogencontentoftheSOL

agewereassignedtothmegIDUpsanddesignatedas：

andEDLmuscles(nblel)IYgu1℃１summanzesmean

SS,swimtrainedratsatsealevel；２ＨＳ,swimtmined

SDHactivityoftheth1℃ｅｇｌＤｕｐｓＴｈｅ２ＨＳｇＩＤｕｐｈａｄ

ratsatsimulatedaltitudeof2200metens；４ＨＳ,swim

ｍｍｋｅｄｌyhigheractivitylevelofSDHmtheSOLmuscle

trainedratsatsimulatedaltitudeof4000metelsThe

comparedtotheothertwogroups,ｗｈｉｌｅｔｈｅＳＤＨｏｆ

mtsassignedtothealtitudetrainingweremaintained

４ＨSgmupwas1℃duced､Asimilart１℃ndofSDHactivity

inhypobaricenvlronmentthroughouttheirtraimng

wasObservedmtheEDLmuscle・Hemeansw1mmmg

１℃gime,AUtminedmtswen℃usmgaswimmingtmining

timetoepdlaustionfbr4HSmtswasfbundtobe86±38

pmgramof30minutes,６daysperweekfbrapeliodof

,,,,170±５ｍｉｎｆｂｒｔｈｅ２ＨＳａｎｄ９４±１０minfbrthe

５weeks､AtthetelminationofthetIainingperiod,the
ratsperfbrmedswimmmgperfbmnancetimetestin

Table１．MuscIegIycogencontentinlhreegroups．

WhiChratswerefbrcedtoswimtoeXhaustionand／or

totimeof3hoIms,TWentyfburholmsfbUowingtheend
oftminingeachratwasanesthetizedwithpentObaIbital

sodium,50ｍｇ／kgbodyweight・SamplesoftheSkeletal
musclewere１℃moved住omleftlnndlimb,andstored

Group
ＳＳ

SＯＬ

ＥＤＬ

４４３±２８７０８±３８＊

２ＨＳ

393±５１

671±３３＊

４ＨＳ

４０７±２０

710±２５＊

at-80℃fbrlateranalysis・ThemusclesamPleswere

Valuesaremeans±Ｓ・Ｅ

sOleus(SOL)andextensordigitorumlongus(EDL).At

ＥＤＬ,extensordigitorumlongusmuscle;ＳＯＬ,soleusmuscle，
Glycogencontentsaregiveninmg/100gwettissue．
*significantdifferentfromSOLmuscle(P<005)．

thetimeofanalysis,mzentissuesamplesweI℃weighed
－２－
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クロールのパフォーマンスとストロークの

プル後半動作筋力との関係
寺田光世*＊

岡田寛＊

Relationofmusclestrengthinthelatterhalfofthestroketo
swimmingperfbrmanceinthefrontcrawl
ＨｉｒｏｓｈｉＯＫＡＤＡ，ＭｉｔｓｕｙｏＴＥＲＡＤＡ

Abstract

Thepurposeofthisstudywastoevaluatetherelationshipbetweenthemusclestrengthinthelatter

halfofthestrokeandswimmingspeedinfrontcrawlswimmingin20boysparticipatinginaseniorhigh
schoolswimmingclubThesubjectsperfbrmedisokineticstrengthtestsofshoulderextensionexercises，
andatimetrialfbralOO-meterfrｏｎｔｃｒａｗｌｓｗｉｍ・

MusclestrengthwasmeasuredusingtheMYORETLmachine・Theswimmingtestwasutilizedtoevaluate
theswimmingvelocity(ＳＶ),strokerateperminute(ＳＲ),andlengthofstroke(、).Themusclestrength
testconsistedof3tests:１)TheROM150-testrequiredmovementofthearmacrossl50｡(165．ｔｏ15.,see
fig､1)attwovelocities;６０．/Secand300o/Sec､２)TheROM75-testrequiredmovementofthearmacross75。
(90．ｔｏｌ５｡)attheabove-mentionedvelocities,３)The50-repetitiontestthatrequiredmovementofthe
armacrossl50oandatavelocityofl80./Sec
Therewasahighercorrelation(r=0.796)betweentheSVandthepeakworkfbrtheROM75-testatthe

velocityof6０．/sthanbetweentheSVandthepeakworkfbrtheROM150-test(r=0.577).Ｔｈｉｓｒｅｓｕｌｔ
ｓｕｇｇｅｓｔｓｔｈａｔｔｈｅｓｗｉｍｍingvelocitymayrelatetoisokineticmusclestrengthofthelatterhalfofthe

strokeratherthanthatoftheaveragefUllstroke．
大会（1996年度･1997年度）の100ｍ自由形レースに

緒言

おける決勝進出者と予選失格者の泳ぎの特徴を比較し、

競泳のレース展開にはスタート、ターン、ストロー

予選失格者に比べて決勝進出者はストローク局面にお

ク及びフイニツシユの４局面がある7),8).14).19)。各局面

ける速度が有意に高いと報告している。この点に関し

のレース成績への貢献度はこれまでに数多く報告2).7L13ハ

て、他の先行研究においてもストローク局面が競技成

l4L20）きれている。奥野ら14)は、日本選手権水泳競技

績に影響を及ぼすことを確認している2入7入15),16入20）

。

*京都府立西城陽高等学校：KyotoPrefbcturalNishijoyoHighSchool，４６－１Biwanosyou,Kyounawate,Joyo-shi,Kyoto
610-0117

**京都教育大学体育学科:DepartmentofHealthandPhysicalEducation,町otoUniversityofEducation,lFUjinomoricho,Fukakusa,Fushmi-ku,Kyoto612-8522
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ストロークにおいて重要なことは効率的に推進力を

の面積から平均値を算出した。

得ることである。そのため、水の流れより速い動作6）

次に､公認競技会(50ｍプール､水温26.0～27.9℃）

と加速的なかき動作が重要である2,)。とくに，スト

における100ｍ自由形レース（クロール）または同種

ローク内で最も泳速度が高くなるのはストロークの後

目タイムトライアルにおける記録(以下､R1OOと記す。

半動作中であると報告されているsL2,)。これらの報告

単位は秒）を収集した。前半および後半ストローク局

から推察すると、泳速度はかき後半動作に関わる筋力

面（以下、それぞれ前半泳、後半泳と記す）の速度の

との関係が強いことが示唆される。

平均（以下、ＳＶと記す）を計測、算出する一方、この

かき動作の筋力と競技記録の関係を調べた報告につ

記録時の泳ぎを撮影して、映像から、前半泳および後

いてみると、宮下'1)は、クロールにおいては競技成績

半泳のストローク頻度(以下､ＳＲと記す。単位は回数

の良い選手ほど腕のかきに類似した動作での等速性筋

／分)、およびストローク長（以下、ＳＬと記す。単位

力のピークトルク値が高いと述べ､同様に､Mug/Zscho,｡）

は、）を算出した。映像はスタートから２０ｍ地点の

はかき動作のパワーと自由形短距離のスピードとの間

スタンド内に設置したピデオカメラPanasonicNV

には非常に高い正の相関関係があると述べている。ま

MX2000(毎秒30コマ撮影）を用いて撮影した。なお、

た、田中ら'8)は競泳の短距離型選手は特に高速度での

水泳開始後15～25ｍを前半泳とし、７５～85ｍを後半

パワーが高い値を示す傾向があると述べている。しか

泳とした。また､ＳＲは４ストローク所用時間から､ＳＬ

しながら、これらの研究はストロークにおける水中動

は速度と1ストロークタイムの積からそれぞれ求めた。

作の全体を研究対象にしたものであり、特にストロー

クの前半と後半を分割して、各動作部分の筋力評価を

２．筋力測定

筋力測定には等速性筋力測定装置マイオレットＲＺ

行ったものではない。

－４５０（川崎重工社製）を用いて、ベッド仰臥姿勢を

泳ぎの推進力を生むためにかきの後半動作が重要3人2,）

であるとするならば、この動作部分の筋力と泳速度と
の間にはストローク全体の筋力発揮と泳速度の関係よ

0°

8０．

りも密接な関係が認められると思われる○そこで本研
究では、かき後半動作の筋力に着目することとした。

5゜

１

本研究の目的は、かき後半動作の等速'性筋力と自由
形(クロール）における泳速度との関連,性､および､ス
５

《ＯＭ１Ｍ

トローク頻度並びにストローク距離との関連`性をそれ

９０、

ぞれ明らかにすることである。

研究方法
１．被験者及びレース分析
被験者は健康な高校男子水泳部員20名で、日常的に

トレーニングを行なっており、水泳の平均経験年数は

11.5年(標準偏差,3.1)、競技者としての平均経験年数
は6.6年（標準偏差,2.9）年、年齢幅は15～18歳であ
る。被験者全員に研究目的および手順を十分説明し、
実験参加の同意を得た。

まず、被験者の身長、体重、指極、および、手掌と
足底の面積の形態計測を行った。手掌および足底の面

積測定については方眼紙上に手型と足型を求め、左右
－６－

FiglTheschematic(upper)andphotographic(lower)views
showingtheROM150-andROM75-tests
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とらせ、被験者の上腕をアームに固定し、腕のかきに

た。また、ｒの差の検定は母相関係数の差の検定,)を

概ね対応する肩伸展動作を行なわせる時の筋出力を測

行った。また、それぞれの検定結果については、危険

定した｡伸展動作域は、165｡～15゜位(以下､ＲＯＭ１５０

率５％以下を有意とした。

と記す）と９０゜～15゜位（以下、ＲＯＭ７５と記す）を設

結果

け、各伸展動作域で筋力測定を行った(Fig.1)。
測定の条件としては、１）角速度60.／sで最大筋力

１．体格および泳力・泳速・ストローク

発揮を５試技（以下、６０゜テストと記す)、２）角速度

身長、体重、指極、手掌および足底の面積に関する

300.／ｓで最大筋力発揮を５試技（以下、300.テスト

被験者個別の数値と平均値をTablelに示す。被験者

と記す）および３）角速度180.／ｓで最大筋力発揮を

の身長は169.7ｃｍ(標準偏差,3.9)、体重は61.6ｋｇ(標

連続50回試技(以下､５０回テストと記す）とした。１）

準偏差,7.8)であった｡指極は175.2ｃｍ(標準偏差,5.4)、

および２）については繰り返しリズムは任意としたが、

手掌および足底の面積はそれぞれ135.2cm２(標準偏差，

３）についてはＲＯＭ150テストの場合には20回／分、

9.4）および168.0cm２（標準偏差,14.4）であった。

ROM75テストの場合には28回／分とした。測定順と

また､R100は平均60.2秒(標準偏差,4.5)であった。

しては１）～３）の順に行ったが､ROM150とＲＯＭ７５

R100と測定･分析した他の項目との相関をみると、指

のテスト順については別日に順不同にて実施した。筋

極を除いたすべての項目において有意な相関はみられ

出力の評価項目としては60.テストと300゜テストにお

なかった｡R100と指極との間に有意な相関関係が確認

いてはピークトルク（以下、ｐＴと記す。単位はＮｍ）

された（ｒ＝-0.595,ｐ＜0.01)。

と最大仕事量（以下、ＰＷと記す。単位はＪ)、また、

次に、ビデオ映像の分析から得たＳＲおよびSLの成

50回テストにおいては全仕事量(以下､ＴＷと記す)で

績をTable2に、また、Ｒ１００とＳＶとの関係をFig.２に
示す。前半泳の平均泳速度は毎秒1.75ｍ、後半泳は毎

ある。いずれも左右の平均値を採用した。

秒1.51ｍであり、全体の平均ＳＶは毎秒1.63ｍであっ
た。ストローク分析において、前半泳のＳＲとＳＬはそ

３．統計的手法

れぞれ53.7回／分と1.97ｍであり、後半泳のＳＲとＳＬ

ＳＶ､ＳＲ､ＳＬおよび筋力測定結果における平均値の

差の検定については、繰り返しのない二元配置分散分

５
５

０

０
５

０

ｃｍｚ

０

ｃｍ

footprint

０
６

Ｋｇ

ｃｍ

欝川

Ｓｐａｎ

ＭａｓｓｐａIm

8(Ｐ＜0.001）

０

Ｈｅｉｇｈｔ

６

Ａｇｅ

ＢｏｄｙＡ｢ｅａｏｆＡｒｅａｏｆ

38ｘ＋130.28
５

TabIelPhysicalcharacteIistにsofsuIqiectsandlheirracerecords
oflOOmfreestyle

０

と記す）を算出し、ｒの有意Ｉ性検定(両側確率)を行っ

●

０
７

る相関分析については、ピアソンの相関係数(以下、ｒ

０

｛○の⑩）、』の｝のＥＣＣ←』。』のＥ一一口ＥＥＥ一参の

体格、ＳＶ、ＳＲＳＬ、および筋出力測定結果に関す

５
７

析法を用いた。

1.30１．４０１．５０１．６０１．７０１．８０１．９０２.OO

Swimmingvebcity（ｍ/sec）
Ｒ１００

ｃｍ２

Fig2TherelationshipbetweenthetimerequiredlOrmaximum

ｓｅｃ

169.68

６１６２

ｌ７５．１５

135.16

１６８０３

60.20

３．８６

７．７５

５．４４

９．４１

１４．３９

４．４９

swimmingperfonnancewithITeestyIeandfreeswimming
veIodwsimuhaneousIyobtainedataveragestIokephase

TabIe2Swimmingvelocity,strokerateandstIokelengthattherace(mean±ＳＤ）

Thefirststage
Thesecondstage

Average(SV）

Strokelength

Velocity

Strokerate

m/sec

stmkes/min

rTVstroke

l75±009

5371±4.17

1.97±0.14

1.51±０１３＊

47.68±4.82＊

1.91±0.15

1.63±０．１０

50.70±3.95

1.94±０．１３

＊SignificantaltheIeveIof(p＜0.001)ascomparedwiththefirststage
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は47.7回／分と1.91ｍであった。さらに、前半泳にお

ROM150における平均5641.0Jの54.0％にあたること

けるＳＲは泳速度との間（ｒ＝0.476,ｐ＜0.05）に、後

が認められた。

半泳のＳＲとの間（ｒ＝0.596,ｐ＜0.01）に、また､ＳＶ
３．筋力とＳＶの関係

とＲ１００との間（ｒ＝-0.978,ｐ＜0.001）において、

筋力とＳＶの関係をFYg3-1～５に示す。まず、６０．

それぞれ有意な相関のあることが認められた。

テストについてみると、ＲＯＭ７５とROM150の両者と

もに、ＰＴおよびＰＷはそれぞれＳＶとの間に有意の相

２．筋力

ROM75とROM150の運動域の筋力に関する成績を

関関係が示され、ｎ値およびＰＷ値が高い場合、ＳＶ

Table3に示す｡表中では60.テストにおけるＰＴとＰＷ、

が犬であることが認められた（Fig.3-1および3-2)。次

300゜テストにおけるＰｒとＰＷ、および50回テストに

に、６０.テストにおける、ＲＯＭ７５とＳＶとの相関係数、
また、ＲＯＭ１５０とＳＶとの相関係数について、相関係

おけるＴＷの順に掲げている。
まず60.テストについてみると､ROM75におけるＰｒ

数の差の検定（ｔ検定)を行ったところ､ＰＴおよびＰＷ

は平均94.08Nｍで、これはＲＯＭ150テストにおける

に関して、ともにＲＯＭ７５における相関係数が

平均88.45N、より有意に高いことが認められた（p＜

ROM150の相関係数より大であることが認められた

0.05)。またＲＯＭ７５におけるＰＷは平均96.36Jであ

(それぞれ、ｐ＜0.05,ｐ＜0.05)。
一方、300.テストについてみると、ＲＯＭ７５と

り、これはＲＯＭ150におけるそれの55.8％にあたるこ

ROM150の両テストにおいて、ＰＴおよびＰＷはＳＶと

とが認められた。

次に300゜テストについてみると、ＲＯＭ75テストに

の間に有意の相関関係が示され､Ｐｒ値およびＰｗ値と

おけるＰｒは平均53.80Nｍで、これはＲＯＭ150テスト

もに､60.テストの場合と同様に､これらの成績が高い

における平均59.40N、より有意に低いことが認められ

ものはＳＶが大であることが認められた（Fig.3-3およ

た(p＜0.001)。またROM75におけるＰＷは平均64.4ＧＪ

び３４)。しかし、300.テストにおける、ＲＯＭ７５とＳＶ

であり、これはＲＯＭ150におけるそれの54.1％にあた

との相関係数、また、ROM150のＳＶとの相関係数に

ることが認められた。

ついて、相関係数の差の検定（ｔ検定）を行ったとこ

さらに５０回テストにおけるＴＷについてみると、

ろ、ＰＴおよびＰＷに関して、ともに相関係数の大きさ

ＲＯＭ７５における平均は3023.3Ｊであり、これは

に有意な差は認められなかった。同様に、５０回テスト

TabIealVIuscIesrengthinisokineticshouIderextension

(mean±S､）

607sec

3007sec

１８０７sec

ＰＴ

ＰＷ

ＰＴ

ＰＷ

Ｎｍ

Ｊ

Ｎｍ

Ｊ

ＲＯＭ１５０

８８､45±17.13

１７２､88±27.06

59.40±12.27

ＲＯＭ７５

94.08±15.70＊

96.36±17.65

53.80±9.72＊＊

1.075±0．１１８

0.558±0.066

0.916±0.096

ＴＷ
Ｊ

１２０､０１±21.68

5641±967.69

64.40±9.56

3023.3±447.31

0.541±0.047

0.540±0.053

Ｒａｌｉｏｏｆ

ＲＯＭ７５ｔｏＲＯＭ１５０

＊SPnificantattheIeveIof(p＜０．０５)ascomparedwIththeROM150

＊＊SPnificantattheIeveIof(p＜0.001)ascomparedwiththeROM150

Table４.Correlationcoefhcientbetweenisokineticstrengthandstrokeper1brmance
ＲＯＭ1５０
607sec
ＰＴ

ＲＯＭ7５

3007sec
ＰＷ

ＰＴ

1807sec
ＰＷ

ＴＷ

-0.018

-0.075

SRofthesecondstage

0.395

0.348

0.645＊＊ 0.639＊＊

SLofthefirststage

0.336

0.438

0.218

0.268

SLofthesecondstage

0.002

0.164

-0.207

-0.153

SRofthefirststage

SignificantIeveIasfo｢correIationcoefficient

Ｏ､150

＊：ｐ＜0.05，

0.143

-０．１１１

６０．/sｅｃ
ＰＴＰＷ

300./sec1807ｓｅｃ
ＰＴＰＷＴＷ

Ｏ１４７0.175

Ｏ､092０．０３４0.063

0.353

0.482＊0.535＊
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係が示されたが、ＲＯＭ７５における相関係数は

▲

:之量了

。。▲
▲

(▲）
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TotaIwork(J）ａｔ１８０．/sec

筋力に対するＳＲならびにＳＬとの関係をTable4に

Fig3-5Therelationshipbetwee、ｆｒｅｅswimmingvelocity
simultaneousIyobtajnedataveragestrokephaseand

示す｡ＲＯＭ75テストについてみると、６０゜および300.
の両テストにおいてＰｒおよびＰｗのいずれとも後半

toteIworkatveIocityofl80。／Ｓ

泳のＳＲとの間に有意な正の相関関係が認められ、ＰＴ

値､ＰＷ値がそれぞれ大であるほど後半泳のSRが大に

考察
本研究における100ｍ自由形（クロール）の競技記

なる傾向が認められた。
一方､ＲＯＭ150テストについてみると、ＰｒとＰＷと

録(所要時間）は、泳者の指極の長さにも関連するが、

もに300.テストにおいて後半泳のＳＲとの間に有意な

ストローク局面の泳速度が一つの主な指標になること、

その速度は肩伸展動作の等速`性筋力のうち特にスト

正の相関関係が認められたが､60.テストではこのよう

ローク後半動作における角速度60゜でのＰＴ値および

な相関関係は認められなかった。
なお､ＳＬに関しては､筋力との間に有意な相関関係

ＰＷ値の大きさと関連性が強いこと、さらにストロー

は認められなかった。

ク後半動作のＰｒ値とＰｗ値は後半泳のＳＲの大きさと
関連性が強いことが示唆された。

－９－
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１．泳速度と筋力の関係

ローク後半動作の重要,性を示唆するものである。

競技記録にはストローク局面の泳速度が決定的であ

ROM75でみるストローク後半動作筋力が泳速度を強

ることが多くの報告2),7),14入,5),16),2｡)できれている。

く反映していたのは、ストロークの前半よりも後半の

泳速度と筋力の関係についてみると、出村と松浦5)は

方が推進力を生む動作として有効であるためではない

大学水泳部部員を対象にして肩伸展動作の最大反復回

かと推察される。その理由の一つとして､７５゜の肩伸展

数と’00ｍクロールに要した時間との間にｒ＝0.395

運動域当たりでみるストローク後半動作のＰＷが前半

の相関係数を得たことを報告している。野村と松浦,2）

動作におけるそれより大であることが指摘できる。

は大学男子水泳選手について泳力に関与する能力因子
について因子分析を試み、その結果、標準化した水泳

３．筋力とストローク頻度の関係

パフォーマンス得点に対する因子負荷量として脚筋力

ストローク動作による推進力の大きさは上肢（上腕

は第３因子に、腕筋力は第６因子であったと述べ、と

と前腕と手）による進行方向と逆向きの水の抵抗発生

もに筋力因子の泳力への関与を報告している。宮下,,）

量にかかっている3)。水の抵抗は水密度、上肢の最大

は、クロールにおいては競技成績の高い選手ほど腕の

断面積、抵抗係数がそれぞれ固有で一定であると仮定

かきに類似した動作での等速性筋力のピークトルク値

すれば､ストロークの水中動作速度の二乗に比例する。

が高いと述べ、同様に､MUgJMto1o)はかき動作のパ

そのため､SR値が高いことおよびそのストローク頻度

ワーと自由形短距離のスピードとの間には非常に高い

を持続することが泳速度を向上させるために大きな働

正の相関関係があることを述べている。また、田中ら,8）

きをすると推察される。この点に関してこれまでの研

は、日本代表選手を対象としたSwimBenChによる上

究では､若吉ら'9)が日本選手権水泳競技大会(1998年

肢の筋力測定の結果、短距離種目における筋力、特に

度）100ｍ自由形レースを対象にしてストローク頻度

高速度における筋出力が競技力と関係が深いと述べて

およびストローク長の変化を競技レベル別に比較し、

いる。本研究においてⅥ、ＰＷ、ＴＷの各値が、６０.

男子において、決勝進出者は予選失格者に比べてレー

テストおよび300.テストともに、ＳＶとの間に高い相

ス全体を通してＥＲが高いと報告している。また､合屋'）

関を示したのは、スタート、ターン、フイニッシュな

は、レース中における泳速度の低下は主にストローク

どの局面を除外した純粋なクロール動作中の泳速度を

頻度の減少によるものとし、Cho此tら4)は、100ｍ自

対象にしたことがその理由として考えられる。

由形において競技力の高い選手はＳＲが低下しない特
徴があると述べている。本成績では、前半泳において
はＳＲと泳速度との間にｒ＝0.476､後半泳との間にｒ

２．泳速度とストローク後半動作筋力の関係
ストロークによって推進力を効率的に生み出すため

＝0.596の相関があり、ともに有意な関係が認められ

には水の流れより速い動作6)と加速的なかき動作が重

ている。また、ＳＬについては、泳速度との間に有意な

要であり21)、とくに１ストローク内で最も泳速度が高

相関関係は認められていないことから、泳速度に対し

くなるのはストロークの後半動作中であると報告され

ては、ストロークの長さよりもストローク頻度が貢献

ているsL21)。これらの報告から推察すると、高い泳速

していることが示される。そこで筋力とＳＲとの関係

度を得るためにはかき後半動作に関る筋力が重要であ

についてみると、ROM150においては300.テストだけ

ることが考えられる。しかし、これまでの研究はスト

Pr値とＰｗ値がSR値と相関していることが認められ

ロークにおける水中動作全体を想定したものであり、

た。ＲＯＭ７５においては６０゜テストと300.テストの両

特にストローク後半の筋力評価と泳速度の関係を調べ

者においてＰＴ値とＰＷ値がSR値と相関していること

たものは見当らない。Ｔ画ble3で示きれているように、

が認められた。すなわちストローク後半動作筋力の高

ROM75はROM150の２分の１のストローク動作域に

いものはＳＲ値が高いことが推察できる。

あるにもかかわらず､ROM75のＰＷがROM150のＰＷ

また、本研究の成績のうちＳＲ値は前半泳に対して

の５０％を超える高い比率を示している。これはスト

後半泳が約11.2％低下している。しかし同ＳＬ値は有

－１０－
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意に低下していない｡この知見は､後半泳ではSR値の
維持に限界があることを示していると考えられる。本

速度に強く反映していることが認められた。
３）７５～85ｍのストローク頻度はＲＯＭ１５ｑＲＯＭ７５

研究の結果はＳＲ値を高めるためにストローク後半動

ともに角速度300゜の筋出力と有意な相関関係を示し

作に関わる筋の最大トルクと最大仕事量を向上させる

た。また、ROM75においてのみ、角速度60゜の筋出力

ことが重要であることを示唆している。また、泳者の

において有意な関係が認められた。

筋力の測定評価としてストローク後半動作に関わる筋

４）ストローク局面のストローク長は、かき動作の筋

が重要であることを示唆している。

出力との関係が認められなかった。

次に、以上の結果から実践的な適応について考えて
みる。競泳選手の水中けのび姿勢によって生じる抵抗

謝辞

は、高木らの報告17)から概算すると、毎秒1.5～２．０

本研究の実施とまとめにあたり、京都教育大学教育

ｍの速度では約６～10kgと予測される。ストロークの

学部４年生の矢田浩子さんに協力をいただいた。ここ

みで推進力を得るためには水の抵抗を上回る筋力が要

に厚く謝意を表します。

求されるが､水の抵抗の大きさは肩伸展の最大筋力に
対する比率からみるとそれほど高強度の負荷ではない。
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宮古島（沖縄県）住民のライフスタイル、
体型と高血圧の関連性
田口貞善*＊

山崎先也＊

Therelationshipsbetweenli化style,bodyshapeandhypertensionin
resiClentsofMiyakoisland(Okinawa）
ＳａｋｉｙａＹＡＭＡＳＡＫＩ，ＳａｄａｙｏｓｈｉＴＡＧＵＣＨＩ

Abstract

EpidemiologicalresearchesonthelongevityfbrmenwhohavelivedinOkinawasuggestthattheir
lifbstylealtercardiovascularhealthandlongevitymhisstudyexaminedtheassociationbetweenlifbstyle
andtheprevalenceratesofhypertensioninislandersatMiyako,Okinawa，Ｗｅｓｔｕｄｉｅｄ５３ｍａｌｅｒesidents
(ｍｅａｎage,４９years)ｉｎMiyakoislandand45maleresidents(ｍｅａｎage,５２years)ｉｎ町otoasacontroL

AstrikingfindingfromthisstudywaswithdifIbrencesinbodymassindex(ＢＭＩ)inrelationtohypertensives
:Thehypertensivesshowed27､５±１．９ｋｇ/ｍ２ｉｎＢＭＩ,ｂｕｔ２４．８±２７ｋｇ/m2fbrnormotensivesat40yearsof
ageinMiyakoisland(ｐ＜0.05)．HowevennodiffbrencewasobservedinBMIbetweenhypertensivesand

normotensivesat25yearsofage(22.5±１．６ｋｇ/ｍ２ｖｓ２２､４±２．７ｋｇ/ｍ２)．Thehabitualalcohol-drinking
waｓｓｉｇｎｉｆＩｃａｎｔｌｙｈｉｇｈｅｒｒａｔｅｉｎｔｈｅｈypertensivesthanofthenormotensivesinMiyakoisland

Furthermore,thosewhoengagedphysicallyactiveworkwerelessinthehypertensivescomparedwith
thenormotensivesatMiyako・Whereas,therewerenodiffbrencesinhabitualalcoholdrinkmg,physical

activityandbodyshapebetweenthehypertensivesandnornlotensivesinKyotoresidents、Theseresults
suggestthathabitualalcoholdrinkinganddailylowphysicaIactivityresultedinahighweigｈｔｇａｉｎｆｒｏｍ

２５ｔｏ４０ｙｅａｒｓｏｆａｇｅａｎｄｃonsequentlyprogressedtheriskfbuctorsassociatedwithhypertensioninmale
residentsatMiyako,butshowedadifIbrentprevalenceinhypertensiveresponcein町otoresidents．
いる21)｡中でも、宮古医療園の自立長寿率(disablen℃ｅ

1．緒言

rate）は、16.0％であり、沖縄県全体の平均値16.9％

沖縄県の百歳を越している老人の人口は10万人に対

と比較しても差異がなく”)、宮古島は沖縄本島から約

して18.52人であり、第二位の高知（12.64人)、第三

330kｍ南西に離れている（北緯24.、東経125｡）が、

位の島根(11.27人）に比べて、著しく高い値を示して

沖縄県内における地域差は認められない。これまで沖
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縄県で観察された長寿の寄与因子は、主に遺伝')や食

２．調査内容と分析方法

生活が挙げられている'9入32)。しかしながら、長寿地域

調査期間は、2000年３月から７月の間であり、質問

における生活習'慣病と体型や運動習慣を含むライフス

紙法により調査した｡調査内容は､PaHbnbaIger,Jret

タイルとの関連`性を調査した報告は少ない。近年、日

aL26)および我々の先行研究34）がこれまで用いてきた

本において、高血圧は総患者数の第１位であり、一般

質問紙の内容を精査したものである。その主たる骨子

診療医療費においても脳卒中、悪性新生物（癌）につ

はｌ）個人的項目、２）体型、３）生活習慣、４）健

いで第３位である'5)。また、高血圧は、血管系の重篤

康状態の４つの内容から成り立っている。体型の指標

な合併症である冠動脈疾患や脳血管疾`患を招くことが

として､各個人の身長と体重の回答データからＢＭＩを

報告されている4)･弱)。我が国の循環器系疾患による死

求めた。体重は、回顧的に各個人の25歳、４０歳およ

亡者数は悪`性新生物（癌）による死亡者数を超えるこ

び現在について調査した。また､生活習慣は､飲酒､喫

とが報告されている'5)。しかしながら、沖縄県は、従

煙、ストレスの程度、過去および現在の運動習慣に関

来から高血圧`患者が少なく'3入”)､心臓疾患や脳血管障

し調査した｡健康状態に関する質問内容は､内科的､整

害が少ないことが報告されている8)。1995年の調査結

形外科的疾患39種類の既往歴を調査した。

果によると、沖縄県の虚血性心疾患および脳卒中によ
る死亡率（人口10万人対）は各々43.0,65.1であり、

３．統計

全国平均の60.8,117.9に比べ、低い値が示されてい

平均値の差の検定には、対応のないt検定を用いた。

る。一方、京都府では各々60.7,115.3であり、京都府

また､比率の差の検定はＸ２検定を用いた｡有意水準は

下住民の循環器系疾患による死亡率は、全国平均と近

5％とした。

似している'6)。

Ⅲ結果

そこで、本研究は、長命地域である宮古島住民を対

象に、高血圧と体型、ライフスタイルとの関連U性を京

宮古群と対照地域群の調査時の体型を表１に示す。

都府下住民との比較から明らかにすることを目的とし

表１．宮古群と対照地域群の身体的特性

た。

身長に、）体重（kg）ＢＭＩ（kg/ｍ２）

Ⅱ．方法
１．対象

宮古群

１６５．５±５．０

７３．７±１０．８★

２６．８±2.9★

対照地域群

１６８．３±４．９

65.4±８．１

２３．２±２．８

平均値±標準偏差、★ｐ<0.05,対照地域群との比較

本研究は、先行研究型)’四)･30)･弘）に基づき、質問を
精査し、新質問紙を作成し、沖縄県宮古島住民の中高

垣

年男性を対象にライフスタイルと生活習,慣病発症の関

係を、京都府下住民を対照地域群として比較、検討し
たものである。調査対象者は、沖縄県宮古島の居住者
から無作為に抽出し、調査を依頼した53名の男性(以

下宮古群）と京都府下居住者で無作為に調査を依頼し
平均年齢は、４９．０±8.0歳であり、対照地域群は52.0
±5.3歳であった。宮古群の年齢構成は、４０歳代が３８

（訳）他繭

た45名の男`性(以下対照地域群）であった。宮古群の

名、５０歳代が９名、６０歳以上が６名であり、対照地域
群では各々、１２名、３０名、３名であった。対象者の最
高年齢は、宮古群で74歳、対照地域群で67歳であっ
た。

1ｕｍｉｕ
ｉｍｉＩｍＨ

図１．宮古群と対照地域群のライフスタイル

－１４－

ｐ<0.05,対照地域群との比較

宮古島（沖縄県）住民のライフスタイル、体型と高血圧の関連性

宮古群と対照地域群の身長に差は認められなかったが、

さらに、体重の影響を明らかにするために、２５歳から

体重およびＢＭＩは宮古群で有意に高い値が示された

40歳の間の体重増加を3段階(O～4kg､５～10kg､11ｋｇ

(p〈0.05)｡宮古群および対照地域群の高血圧有病率は

以上)に区分した場合の高血圧有病率を図2に示す｡宮

各々18.9％と20.0％であり､差異が認められなかった。

古群は体重が増加するに伴い、高血圧の有病率が増加

また宮古群と対照地域群のライフスタイルの比較を

傾向を示した。しかし、対照地域群は体重増加分を３

図１に示す。喫煙率、飲酒率、ストレスを感じている

段階に分類した場合においても体重の影響が認められ

者の割合､過去に運動習`慣があった者の割合､現在､運

なかった。特に、対照地域群は宮古群に比べ、体重増

動習慣が有る者の割合に差異はなかった。しかし、宮

加がＯ～4kgの相対的に少ない増加範囲での高血圧有

古群は対照地域群に比べ、肉体作業者の割合が有意に

病率が高いことが認められた（ｐ＜0.05)。一方、宮古

高いことが示された（p〈0.05)。宮古群および対照地

群および対照地域群ともに、２５歳から４０歳の間で体

域群の高血圧の有無別のライフスタイルの比較を表２

重が減少した者では、高血圧が認められなかった。

に示す｡宮古群の高血圧患者は正常血圧者と比較して、
飲酒率および肉体労働者の割合が有意に高いことが示

Ⅳ．考察

された(p〈0.05)。一方､対照地域群の高血圧患者は、

1982年13)および1990年羽）の報告によれば、沖縄

正常血圧の者と比較して喫煙率の割合が少ないことが

県住民の高血圧の有病率は、日本の中でも少ないこと

示された(p〈0.05)。高血圧の有無別からみたＢＭＩお

が明らかにされている。しかしながら、藤澤たち'0)の

よび体重の結果を表3に示す｡宮古群の高血圧患者は、

2000年の報告では、沖縄県と四国の老年者(平均年齢

正常血圧者と比較して40歳頃のＢＭＩおよび体重が有

81歳）の高血圧有病率は、沖縄で48.5％、四国で56.6

意に高い値を示した（p＜0.05)。一方、対照地域群で

％であり統計的には有意差がないが、この原因は沖縄

は各年齢の比較において差異が認められなかった。

における高血圧者の割合が増加していることを示唆し
ている。この点に関して、藤澤たちは沖縄が日本返還
以来、人々の交流が増え、食生活や生活環境が非常に

表２．高血圧の有無別からみたライフスタイル
宮古群対照地域群
高血圧あり高血圧なし高血圧あり高血圧なし

５２．６
４６．５

●●●■■●

５０．０
１０．０★

６６４７４１

６１．０

９６７４７８

４８．８

２８５１５８

３０．０
６０．０

●●●■■■

６４．３

★

４７．６

つ」孔『ラｒｏｇ可７つこ

過去に運動習慣有り(96）
現在、運動習慣有り(％）
肉体労働である(％）

２０．０

１００．０★

つ」Ａ守巨ＵｐＵだ◎つこ
つ邑久斗倶ｕｏｏ便Ｕつ巴

喫煙率(96）
飲酒率(％）
ストレス有り(％）

類似してきた可能性を挙げている。本調査では、宮古
島住民と京都府下住民の中年期の高血圧の有病率は同
程度であり、同年齢の全国平均値'6)と比較しても近似
したことから、藤澤たちの報告10）を支持する結果で

あった｡高血圧発症の危険因子は､遺伝因子に加え､老
化、飲酒、非活動`性肥満などが疫学的および実験的に

*p<0.05,各群での高血圧の有無による比較

表３．高血圧の有無別からみた過去（25歳、４０歳）の

も明らかにされている9)。宮古島住民と京都府下住民

BodyMassIndex(BMl)および体重
年齢
25歳

40歳

２２．５±１．６

６３．２±５．３

２７．５±１．９★
７７．５±８．０★

ＢＭＩ（kg/ｍｚ）
体重（kg）

２２．４±２．７

２４．８±２．７

６０．９±８．２

６８．０±８．９

高血圧なし

対照地域群
高血圧あり
１９．５±２．０★

２２．１±２．５

体重（kg）

５７．５±８．５

６１．９±８．０

ＢＭＩ（kg/ｍ２）
体重（kg）

２１．６±２．６

２３．３±３．０
６５．６±８．９

ＢＭＩ（kg/ｍｚ）
高血圧なし

６１．１±８．１

００００００
５４３２１

ＢＭＩ（kg/ｍ２）
体重（kg）

（訳）舟艇悴ｅ出自蝿

宮古群
高血圧あり

|Ｕ■」

０～４５～1０１１以上

体重増加（kg）

図２．２５歳から40歳の間における各体重増加幅での高血圧の有病率

平均値±標準偏差,＊p<0.05,各群での高血圧の有無による比較
－１５－

☆p<0.05,同体重増加幅での比較
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のライフスタイルの比較から､宮古島住民の飲酒率は、

TbkunagaetaL31)は､疾患率の低い理想体型は22.2kg／

京都府下住民と同程度であることが示された｡1995年

ｍ２であると報告している。一方､京都府下の高血圧患

の厚生省の調査によると男`性の飲酒率は57.8％であり

者の40歳頃のＢＭＩは22.1士2.5kg/in8であることが確

'5)、宮古島および京都府下住民の飲酒率は、全国平均

かめられた。したがって、京都府下住民では若い時か

と著しい差はなかった。百歳を超える男性について、

ら中年期までの体型変化と高血圧発症に関連性が少な

過去に飲酒経験がある者は､半数の50.0％を示すが､現

いと考えられる。我々は、都市圏に居住する男性住民

在の飲酒率は12.1％であると報告されている28)｡一方、

を対象にした調査において40歳代、５０歳代の糖尿病

飲酒を止めた年齢は、約半数が80歳以上であった28)。

発症と体型変化の関連性を認めており鰹)、都市圏にお

また、高血圧発症に関わる危険因子の一つにストレス

ける糖尿病発症と高血圧発症に対する体型の関与度は

が挙げられている。ストレスは、自律神経系に作用し、

異なると思われる。一方、宮古島住民の高血圧`患者は

血圧の上昇を招くとともに肥満、糖尿病、癌の危険因

40歳頃のＢＭＩが27.5kg/in2であり、青年期から中年期

子であることも報告されている'2)。しかしながら、こ

の間における著しい肥満型への体型移行が富i血圧の発

れらの疾患に対し、高い日常身体活動水準による発症

症に関連していると推察される｡KanneletaL14)は､肥

抑制効果が報告されている11)｡17).25)。本研究の身体活

満者では高血圧の頻度が高いことを報告している。本

動量の分析結果、宮古島住民は京都府下住民に比べ、

研究では、体重の増加を３段階に区分した結果、宮古

肉体労働に従事する者の割合が高いことが示された。

島住民は体重増加に従い高血圧の有病率が有意に増加

沖縄では砂糖黍の収穫量が日本一であり36)、砂糖黍栽

することが示された。また、Modanetal2o)によると、

培が主要産業の一つと考えられ、労働形態が大きく関

高血圧の発症には、インスリン抵抗性および高インス

与していると推測される。また宮古島住民のＢＭＩは高

リン血症が関与していることを報告している｡さらに、

い値が示されたが､この結果は先行研究と一致した2)。

ShimamotoetaL")は、我が国の本態`性高血圧の70％

しかし、PaHbnberger,Jr・etal25)は、肥満度が高くて

にインスリン抵抗性が存在していることを述べている。

も高い身体活動水準を維持することにより高血圧の発

Ｃａn℃ttaetaL3)は､肥満を伴う高血圧患者にソマトス

症が抑制されることを報告している。

タチンを投与し、インスリン分泌を抑制すると血圧が

高血圧者と正常血圧者のライフスタイルを比較する

低下することを報告しており、肥満によるインスリン

と、宮古島の高血圧者は正常血圧者と比較して、飲酒

抵抗‘性の増加が高血圧発症と関連していることが示唆

率が高いことが示された。本調査の結果から、飲酒量

される。一方､宮古島住民と京都府下住民の比較から、

は明らかでないが､飲酒量に伴い血圧が高くなること

京都府下住民は体重の変動幅が相対的に小さい場合(０

が明らかにされている，),鋼)。また、宮古島の高血圧者

～4kg）においても、高血圧の有病率が高いことが示

は正常血圧者に比べ、肉体労働に従事している者の割

された。hTaIietal7）は、高血圧を発症していない

合が有意に低かった。PaHbnbaIger,Jr,etal・鰹)は、職

本態'性高血圧の家族歴を有する者では、空腹時のイン

業上､肉体労働に従事している者は座業従事者に比べ、

スリン値が高い値を示すことを報告しており、インス

冠動脈疾患による死亡率が低いことを明らかにしてお

リンに関する遺伝的素因や複合的なライフスタイルの

り、職業上、高い身体活動水準が循環器系疾患に対し

関与5入6ハ'8）が推測されるが、この点はさらなる検討

効果的であることが示唆される。一方、京都府下住民

力泌要である。

の高血圧者は正常血圧の者と比べ、喫煙率が低いこと

本研究の結果、宮古島の男性住民の高血圧発症に、

が示された。しかし、現在まで長期の喫煙習慣と高血

飲酒、職業上の低い身体活動水準、２５歳から４０歳に

圧との関連`性は認められていない,)。

かけての肥満型への体型移行が関連していることが示

高血圧者と正常血圧者の体型を比較すると、宮古島

唆された。一方、京都府下の男』性住民では、高血圧と

住民および京都府下住民は疾患の有無に関わらず､２５

体型、ライフスタイルの関連`性が認められなかったこ

歳頃のＢＭＩが19.5～22.5kg/ｍ２の範囲であった。

とから、宮古島住民と京都府下住民では、高血圧発症

－１６－

宮古島（沖縄県）住民のライフスタイル、体型と高血圧の関連性

に対するライフスタイルや体型の影響は異なることが

sensitivityandhypertension・GIHypertens・’８(6):491‐

推測きれる。しかしながら、本研究は日本における代

５００．

表的な長寿地域の要因解析に焦点を当て、対照地域と

８）柊山幸志郎､木村頼雄､金城邦彦（1992)亜熱帯地域住

異なる知見を得たが､標本数の限界から確かな結論を

民の疫学的研究．日本臨床（増），５０：223-227.

導くには一層の調査が要求される。

9）藤井潤編（1993）高血圧、からだの科学（増刊）．日

謝辞本調査にあたり、御協力を頂いた宮古平良市ホ

1o）藤澤道子、松林公蔵、和田知子、奥宮清人、土居義典、

テルニユー丸勝､平良勝之氏､宮古群農業協同組合､下

下方浩史(2000）地域在住高齢者の比較‐沖縄県伊江村

地隆弘氏にここに記して感謝の意を表します。

と愛媛県面河村-.日老医誌,３７:744-748.
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女子エリートワフターのスナッチ技術とパワー
伊坂忠夫＊光島良正*＊船渡和男**＊
SnatchLchniqueandPowerOutputinEliteFemaleWeiglltlifters
ｍＣｌａｏｌＳＡＫＡ，ＲｙｏｓｅｉＭＩＴＳＵＳＨＩＭＡａｎｄＫａｚｕｏＦＵＮＡＴＯ

Abstract

Thepurposeofthisstudyistodescribethekmematiccharacteristicsofthesnatchtechniqueandpoweroutputin
elitefbmaleweightlifters、Ａｔｔｈｅｌ２ｔｈＡｓｉａｎＧａｍｅｓｉｎｌ９９４ｉｎＨｉｒOshima,Japan,elitefbmaleweightlifterswere
filmedusingthetwovideocameras(６０framespersecond)whichwereplacedobliquelytothefrontalplaneofmovement・
Fivefbmalegoldmedalwinners(ＦＧＷ)inflvecategoriesfrom46kgto64kgwereselectedfbranalysis、Thechosen
liftsfbranalysisweretheheaviestsuccessMsnatchofeachsubjectthatoccurredonthethirdattempt､Therecorded
videotapesweredigitizedwithvideodigitizenThedirectlineartransfbrmationmethodwasusedfbrthreedimensional
spacere-constructionfromtwodimensionalimages・Relativepoweroutputsexertedduringthesecondpullphasein
FGWweresignificantlyhigher(p<0.05)thanthoseofpreviouselitefbmalelifters(GarhamｍｅⅡ;Ｊ､1991)andsimilarto
i8401ympicdatafrommalelifterslifters(GarhammeI;Ｊ､1985).AdoublekneebendtechniquemFGWlinvolvingthe
rebendingoftheknee,wasfbundtobesimilartothattechniqueusedbyelitemalelifters(Enoka,Ｒ､Ｍ､1988)．Onthe
extensionangularvelocitiesoflowerextremityihigherpeakvaluesandshorterpeakappearancetimeinFGWwere
observedinhip,kneeandankleinordemlbproduceefIbctivelifting,FGWacceleratefirstlyextensionofthehipjoint
includmgthelargermass,fbllowedbykneeandanklejointsareextendedstronglyduringutilizingprecedingvertical
inertia・FromfUllextensiononlowerextremitybFGWbegintomovetheirbodiesunderthebarbelltocatchand
supportFlexionvelocitiesinFGWweresignifIcantlyhigher(p<0.05)thanextensionvelocitiesabouteachjoint､The
presentdatasuggestthatFGWhaveacquiredthehigherneuromuscularperfbrmance,whicharerequiredthecontrol
amongtherecruitedmuscleswithregardtothetensionandthetimingoftheco-activationandthecontraction-relaxation．

Keywords:elitefbmaleweightlifte囚snatchtechnique,poweroutput,kinematicanalysis

ぴに床上のバーベルを肩まで持ち上げるクリーン動作

I・緒言

と，そこからバーベルを差し上げるジャーク動作の２

ウエイトリフティングは，試技が極めて短時間に終

つからなるクリーン＆ジャーク種目の２種目がある鍋)．

了する競技であり，関節を駆動させる筋群の爆発的な

これまでのウエイトリフティングに関する研究をみ

パワー発揮ならびに効果的な動員パターンが要求され

ると，1950年代頃より優秀選手の形態学的分析,体重

る競技である．この競技には，床上に静止したバーベ

と挙上重量との関係，体脂肪率測定などが試みられ，

ルを一回の動作で頭上まで引き上げ,腕を伸ばした姿

1960年代半ばより筋電図学的研究麹)｡30)ならびにフイ

勢で受け止めることが要求されるスナッチ種目，なら

ルム分析による運動学的検討31L32L型)が行われるよう

*立命館大学理工学部：RitsumeikanUniversity,1-1-1Nqji-higashi,Kusatsu,Shiga525-8577,Japan，
**京都府立体育館：KyotoＰ1℃fbcturalGymnasium,町oto

***国立スポーツ科学センター：JapaneselnstituteofSportsSciences,Tokyo
－１９－

京都体育学研究第18巻平成14年５月
分析対象となった女子金メダリスト(第12回アジア大
会)の階級,体重,スナッチ,クリーン＆ジャーク，トー

表１

になった．さらに1980年代より，力学量(床反力)，な
らびに生理量（筋電図）の同時計測を組み合わせたバ
イオメカニクス的研究法が多くみられるようになっ
た1),6).，).l6L18),西),”)．ただし，これらの研究対象の殆

タルの記録．

|iii孟謹iii』

どは，男子選手である．女子ウエイトリフターを扱っ
た研究は，極めて限定されており，バイオメカニカル

な手法を用いたものは，第１回女子世界選手権大会
(1987年）の各階級優勝者が，リフテイング動作中に
発揮したパワー出力'9)が報告されているのみである．
男子に比較して，女子ウエイトリフティング研究の
立ち後れは，正式競技として認知されたのが比較的最

Class

ufter

weight(k8）

Snatch(k8）

Jerk(k8）

Tbtal(k8）

46kg

GＨ

45.20

80.0

102.5ｗＲ

182.5ｗＲ

５０ｋ８

Ⅸ

49.24

87.5ｗＲ

110.5ＷＲ

197.5ｗＲ

５４k８

Z］

53.74

92.5ｗＲ

110.0

Z０２.SｗＲ

５９kg

CＸ

58.86

98.0ｗＲ

122.5ｗＲ

220.0ｗＲ

６４k８

IＬ

63.68

103.5ｗＲ

12Z､５

★

Z２５．０

ＷＲ：世界新記録

＊：この競技会で達成された世界新記録と同記録．ウ
エイトリフティングの場合，世界記録と同記録が
でても世界タイ記録とはならない．

注：スナッチとクリーン＆ジャークは，0.5kg刻みでの
記録更新が認められている．しかし，トータルの記

近であることに由来する．歴史経過をみると，国際
ルールで認知されたのは1984年であり，第１回の世界

録は，2.5kg刻みでしか認められていないので，単

選手権が1987年にフロリダで行われ,それ以後,世界

記録とならない．

純にスナッチ＋クリーン＆ジャークがトータルの

選手権が毎年開催されている．また，アジア大会にお
いても1990年の北京大会から正式種目として採用され

Ｂ分析した試技

ている．国際競技として認知されてから10年目に，ア

分析した試技はスナッチ種目のベスト重量を記録し

ジア大会が広島で行われた．この10年間で,急速に競

た成功試技(世界記録ならびにタイ記録)であったい

技人口ならびに競技参加国が増加し，それに伴う各国

ずれの被検者も試技回数３回目にスナッチベストを記

の競技力向上へむけたトレーニング・システムの確立

録した．

を背景にして，各階級の競技記録は急激な伸展をみせ
た．その一方で，先に述べたように研究面のアプロー

Ｃ測定方法

チは進んでおらず，バイオメカニクスに関しては，初

競技会で行われる実際のリフテイング動作を撮影す
るために，プラットフォームからみて左右の斜め上方

期の未成熟期のデータしかない．

そこで，本研究では女子ウエイトリフター，特に世

にある２階の観覧席に２台のピデオカメラを設置した．

界トップレベルの選手が競技会で行ったスナッチ動作

各カメラ画面にリフテイング中の選手ならびにバーベ

をバイオメカニクス的手法により分析し，運動学的特

ルの動きが捉えられるようにズームを調整した後，

徴を明らかにするとともに，彼女らのリフテイング中

フイルム速度60危ames/Sec，シャッター速度Ⅲ1000秒

の出力パワーを調べ，客観的なデータを提供し，今後

で撮影した．また，基準尺として２×２×2ｍの立方体

のトレーニングに向けた具体的目標値，あるいは要求

スケールを用い，競技会の休憩時間を利用してこのス

水準を提示することを目的とした

ケールを２台のカメラを同期して撮影した．２方向か
ら撮影されたビデオテープは，ビデオデジタイザー

Ⅱ．方法

(MelDynamicslnc.）によって座標化された．得られ
た２台のカメラからの座標は，それぞれ２次元座標の

Ａ被検者

この研究の分析対象として選択した被検者は,１９９４

データであり，これら２つの２次元座標のデータをも

年アジア大会（広島）で46kg級から64kg級までの５
階級で優勝した女子選手（いずれも中国選手）であっ

とに実空間座標（３次元座標)に変換するために,ＤⅢ

(directlineartransfbnnation）法を用いた型)．

た．各選手の階級，体重ならびに競技会での記録（ス

得られたデータの中で，下肢３関節（足・膝・股関

ナッチ，クリーン＆ジャーク，トータル）を表１に示

節）の角度ならびに下腿，大腿，体幹の分節角度は，

す．

図１に示すように定義された．
－２０－

女子エリートリフターのスナッチ技術とパワー

を樹立した時のバーベル軌跡，ならびに身体重心の軌

Ｄスナッチ・プル・パワーの計算

台上に静止したバーベルを下肢の伸展によって引き

跡を示す．これらの軌跡は，バーベルが持ち上げられ

上げる動作はプル動作と呼ばれる。このプル動作局面

てから，バーベルを引き上げ，そして両腕を伸ばした

で発揮されたパワー出力を算出し，初期のデータ（第

姿勢で受け止めるまでを表している．さらに，３つに

１回女子世界選手権）と比較するため，Galhammer，

局面分けされている．１つ目は，引き上げ開始から

J､'3)｡l4L21)が用いた算出方法に基づき計算した．この

ファーストプル終了時点（ほとんどの選手で，バーベ

スナッチ・プル・パワーは,(1)lifMrから垂直方向の

ルが膝上にきた時点),２つ目はファーストプルの終了

バーベル速度が最大に達するまでの局面（パワー１)，

時点から一気に加速させるセカンドプルの期間，最後

(2)バーベルが膝を通過したところから垂直方向のバー

はセカンドプル終了時点から身体を縮めて潜り込んで

ベル速度が最大に達するまでの局面（パワー２）の２

バーベルを受け取るまでの局面である．

つについて計算された．これらの計算にはリフテイン
グ動作中にバーベルが水平・垂直方向になした仕事な

Ｂ下肢３関節の角変位

図３はバーベルの持ち上げ開始(lifting-oH）から腕

らびに身体重心を持ち上げるためになした仕事が含め

を伸ばしてバーベルを受け止めるキャッチの姿勢まで

られている．

の，足・膝・股関節の角変位を全被検者の平均値で示
Ｅ統計処理

100

今回得られたスナッチ・プル・パワーのデータとこ

れまでの先行研究で示されたデータ間の差の検定には

対応のないＴ検定を用い，危険率5％以下を有意な差
7５

と判定した．また，スナッチ動作中の関節角速度なら

は，対応のある⑩検定を用い，危険率5％以下を有意
な差と判定した

Ⅲ結果
Ａバーベルと身体重心の軌跡

０
５

（Ｅｕ）旨①巳①Ｕ■己招で‐労

びに分節速度における伸展と屈曲との間の差の検定に

2５

図２に,ＣＸ選手が98kgの試技に成功して世界記録

－３０－２０－１０O

、〕

X-displaCementに、）

図２ＣＸ選手(59kg級)が世界新記録を樹立した試技(９８．
０kg）のバーベル(Ba『beII)軌跡と身体重心(C､Ｇ､)軌跡．

ｅ

原点(0,0)は，持ち上げ前のバーベルの位置．横軸（ｘ
jointamgle

図１

軸）は，前後方向の変位．縦軸（Ｙ軸）は垂直方向の
変位を示している．また，図中のシンボルならびに数
字は，以下の局面を表している．

Segmentangle

関節角度Oointangle,左)ならびに分節角度(segment
angle)の定義
関節角度は，股関節(hip),膝関節(knee),足関節(ankIe）
について求めた．

分節角度は，体幹(trunk),大腿(lhigh),下腿(shank)につ
いて求めた．

－２１－

○：局面１ファーストプル局面（持ち上げ開始か
らバーベルが膝上）
▲：局面２セカンドプル局面（バーベルが膝上か
らバーベルの最大速度出現点）
□：局面３キャッチ局面（バーベルの最大速度出
現点からキャッチまで）

京都体育学研究第18巻平成１４年５月

した．股関節は持ち上げ開始から緩やかに伸展しはじ

ZOO

示した後，屈曲方向へ大きく変位しキャッチの姿勢に
釦

達していた．最大伸展位は，199.2±5.0度であった．

Ⅲ

示した.持ち上げ開始から伸展し,プル動作の中盤(セ

１

膝関節は股関節の角変位とは異なり２峰性の変化を
１

カンドプル局面）で一旦伸展をやめ，ある程度の屈曲
が示された後に最大伸展位（154.5±3.0度）まで再度

０
５

伸展していたその後は股関節と同様なパターンで

ｅ氏⑥ロ

一一

◆●

”ＭＭ

（蝕む己）←■●Ｅ●Ｕ『一二ｍぞ』■一コ、巨肉①四国』①テロ

め，プル動作の後半から最大伸展位まで急激な伸展を

ＤＫＢ

あった．すなわち、膝関節は伸展一屈曲一再伸展の動

０

0２５５０７５１００

作をしており，伸展から再伸展まではdoubleknee
bend(DIm)とよばれる．この局面については，図３の

％movementtime

図中上に線で示した．

図３持ち上げ開始からキャッチまでの関節角変位のグラフ．
５人の選手の平均値で示してある．各関節の最大角度

また，足関節も膝関節の変化に対応した２峰性を示

はすべての選手に共通して同じ時間に出現した．

したが,角変位の範囲は小さく緩やかな変化を示した．

図の横軸（％movememime）は，持ち上げ開始を０，
キャッチを100％とした相対時間で表されている．縦

軸は平均の関節角変位を足関節(ankIe)，膝関節(knee)，
股関節(hip)について示した．また，図中の上に引いた

横線ならびにＤＫＢ（ダブル・ニー・ベンド）で示さ
れた部分は，膝関節が－度伸展した後，屈曲して再度
伸展する局面を示している（本文参照)．

800

伽
４
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Ⅲ
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１

貴の値は屈曲（Hexion）を表す．

国ｎｅｘｍ
叩

股関節(hip)について示した.正の値は伸展(extension)，

伽

図の横軸（％movememtime）は，持ち上げ開始を０，
キャッチを100％とした相対時間で表されている．縦
軸は平均の関節角速度を足関節(ankIe)，膝関節(knee)，

國璽…l…

２

て共通していた．

３

図４持ち上げ開始からキャッチまでの関節角速度のグラフ．
５人の選手の平均値で示してある．各関節の最大速度
ならびに出現時間の時間的関係はすべての選手につい

伽

％movementtime

（ｕの、ヘロの□）【］一。。－①シ』の一コ。Ｅ、

０２５５０７５１００

0

血且nｋ血ghlEumk

図５

スナッチ動作中の最大伸展(extension)速度と最大屈曲

(fIexion)角度の比較．上段は，関節角速度，下段は分節
角速度を示す．

－２２－

女子エリートリフターのスナッチ技術とパワー

に有意に高い値（p<0.05）であった．各分節の速度を

Ｃ下肢３関節の角速度変化

図４は足・膝・股関節の角速度変化のパターンを全

比べると，下腿，大腿は，屈曲速度が有意に高く

被検者の平均値で示した．各関節の最大伸展速度出現

(p<005),体幹は伸展が有意に高い値(p<0.05)であっ

時間をみると，いずれの選手も股一膝一足関節の順に

た．

あらわれていた．また，最大伸展後の最大屈曲速度の
出現は，足一膝一股関節の順であった．図５は各関節

Ｄ膝関節角速度と股関節角速度

ならびに分節の最大伸展，最大屈曲速度を比較した．

図６はＣＸ選手が世界記録(98kg）を樹立した試技

最大伸展速度，最大屈曲速度ともに足く膝く股関節の

中の膝関節角速度と股関節角速度の関係をみたグラフ

順に大きい値を示した．最大伸展速度をみてみると，

である．図６に示した４区画の象限における膝関節お

足関節で159±44deg/S，膝関節で352±52deg/S，股

よび股関節の状態は次のようになっている．

関節で533±29deg/Sであった．また，最大屈曲速度

第１象限（図右上)膝関節伸展股関節伸展

は，足関節で219±２２deg/８，膝関節で494±28deg

第Ⅱ象限（図左上）膝関節屈曲股関節伸展

s,股関節で608±82deg/Sであった．各関節速度の伸

第Ⅲ象限（図左下)膝関節屈曲股関節屈曲

展と屈曲を比較したとき，いずれも屈曲速度が統計的

第Ⅳ象限（図右下)膝関節伸展股関節屈曲

ＣＸ選手は，持ち上げ開始から膝関節を伸展させ，
1０００

プルを行っており，その後，バーベルが膝を通過する

1000

■。■■

０
００㈹
５
５

（Ｕの由団●己｝らｓｏ『のう烏｛二ｍ目昌這

Ａ９－－－１百．一⑰臣⑨負①臣①一〆②臣ＩＩＩＩ６Ｖ

股関節を低速で一定速度で伸展させながらファースト

前後では，膝関節を固定もしくはやや屈曲させながら

股関節を伸展させ,バーベルが膝を通過した後に,膝・

（

へ□

股関節を急速に伸展させている．両関節が最大伸展位

に達した後,膝の屈曲が先行して起こり，その後,膝・

￣

股関節が急激に屈曲してバーベルを受け止めていた．
Ｅスナッチ・プル・パワー

●liH-ofTtomaxangIeezL
OmaxangIeexl･to“tch

各選手がプル動作中に発揮した出力パワーを図７に

７５０O750

図中に示した４区画の象眼における膝関節および股関
節の状態は次のようになっている．
第１象眼（図右上）膝関節伸展股関節伸展
第Ⅱ象限（図左上）膝関節屈曲股関節伸展

第Ⅲ象眼（図左下）膝関節屈曲股関節屈曲
第Ⅳ象限（図右下）膝関節伸展股関節屈曲

０００００伽０

図６ＣＸ選手(59kg級)が世界新記録を樹立した試技(９８．
０kg）中の膝関節(knee)と股関節(hip)による角速度
（angularvelociW)の関係

（一一国夢）■①皇Ｆ●＆’一回旦二Ｕ］■臣の

kneemgularveIocity(deg/sec）

叩釦Ⅱ釦叩５
３２２１１

-flexionextension--

４６ｋｇ

また，図中の数字は，以下の局面を表している．
１：ファーストプル局面（持ち上げ開始からバーベル
が膝上）
２：セカンドプル局面（バーベルが膝上からバーベル
の最大速度出現点）
３：キャッチ局面（バーベルの最大速度出現点から
キャッチまで）
１は●の前半,２は●の後半部分.３は○の部分を表す．

５０ｋｇ

５４ｋｇ５９ｋｇ６４kg

weightcategory
図７階級別にみた各選手のスナッチ動作中のパワー出力．

－２３－

各階級（46kg～64kg）の被検者は表１に示した．

囮：パワー１持ち上げ開始からセカンドプルまでの
パワー出力
■：パワー２セカンドプル中のパワー出力

京都体育学研究第18巻平成14年５月

示す．プル動作全体の平均パワーに相当するパワー１

象となった世界トップレベルの選手（いずれも中国選

は，ＧＨ（46kg級)のl365wattからのＣＸ（59kg級）

手）は，すべてこれらの値を上回っており，統計的に

のl616wattの範囲であった.体重あたりのパワー出力

も有意な差(p<0.05）が認められた（図８)．また，世

は，ＬＬ（64kg級)の24.8watUkgからＧＨ（46kg級）

界選手権の男子選手との比較では，パワー１では，７８

30.2watt/kｇまでの範囲であった．

年世界選手権,８４年オリンピックでの男子選手が統計

バーベルが膝を通過したところから垂直方向のバー

的に有意に高い値（p<0.05）を示したが，パワー２で

ベル速度が最大に達するまでの局面で発揮されたパ

は,８４年オリンピック男子選手との間に有意な差は認

ワー２は，ＬＸ(50kg級)の2091wattからＬＬ（64ｋｇ

められなかった．このことは，第１回の女子の世界選

級)の2795wattまでの範囲であった.体重あたりでは

手権以降，女子リフターの筋パワーが確実に高められ

ＬＸ(50kg級)の42.5watt/kgからＺＪ（54kg)の47.6

てきており，同時にリフテイング技術の向上により，

watVkgまでの範囲であった．

リフテイング中に発揮されるパワー出力が格段に高

まったと推察できる．そして，このことを背景として，

Ⅳ．論議

女子ウエイトリフティングの競技記録（世界記録）が

ウエイトリフティング競技は，個々の動作が極めて

急速に高まってきたといえる．

短時間に行われるため爆発的なパワー発揮が要求され

リフテイング動作中のパワー発揮に関して，下肢の

るといえる8入l5L17)．これまで，女子のウエイトリフ

３関節は重要な役割をもっている．世界トップレベル

ターのパワー出力を扱った研究は，第１回の女子世界

の女子選手が各関節をどの様に動かしているかをみて

選手権大会で各階級優勝者が，リフテイング動作中に

みると，股関節はリフティング開始から一連の伸展動

発揮したパワー出力をGaIl1ammer,Ｊ・'9)が報告してい

作を行っていた．一方で，足関節ならびに膝関節は伸

るのみである．機械的出力パワー値の絶対値は体重の

展一屈曲一再伸展の動作を用いていた(図３).特に膝

影響を受け，また，1993年１月から階級区分の体重が

関節にみられる２重伸展動作はdoublekneebend

変更されたため，単純な比較ができない．そこで，体

(DIm）と呼ばれ33)，ウエイトリフティング競技特有

重あたりの機械的出力パワーで比較してみると，第１

の技術として男子ウエイトリフターについて報告され

回の世界選手権優勝者の平均値はパワー１で22.5waW

ている3),5人7入⑫)･27)．この技術は，バーベルが膝を通

kg，パワー２で40.1waWkgであった．今回分析の対

過した後，セカンドプルの局面でもう一度バーベルに

加速を与えるため，伸展している膝関節を急速に屈曲
させて反動づけを行い，その後即座に伸展させるもの

6０

０

５

である．この動きにより筋の伸張反射が促進され，ま

４

０

この筋の弾,性エネルギーの利用は，前伸張速度（伸

０
３

展から屈曲へ切り替わったときに筋が伸張される速度）

■Pregentd■ｑａ

０

２

（、芸冒屋）参四胃・旨。』農。□

た筋の弾性エネルギーが利用できるようになるため2),28)，
爆発的な筋パワーが発揮される．

ｐ，Ｂ７ＷＣＷｏｍｅｎ
Ｂ,78ＷＣＭ印

０

１

四’8ｍしMen

での張力が大きく，屈曲から再伸展への時間が短時間
であるほどより有効に行える．ＤＫＢ中の膝関節の角

０

変位と動作時間ならびに拳上重量からみて，世界の女

Power１Power２

図８

が大きく，伸張性収縮局面(膝が屈曲されている局面）

本研究結果と先行研究結果との相丈寸的パワー出力の比
較．

子トップリフターは男子のトップリフター'1）と同様
に，これらの弾性エネルギー利用条件を満たすように

パワー１持ち上げ開始からセカンドプルまでのパＩリフテイング技術を習得していると考えられる．
ワー出力
パワー２セカンドプル中のパワー出カ

図３に示したＤＫＢ前後の膝関節と股関節の関係を
ー24-

女子エリートリフターのスナッチ技術とパワー

みてみると，持ち上げ開始から膝関節が一回目の伸展

体幹より上部の分節が垂直方向へ加速され，これらの

ピークをむかえるあたりまでは，股関節の角変位は小

分節が得た`慣性を利用しながら膝,足関節の伸展が)順

きく，相対的に膝関節は大きい角変位となっている。

次行われるという，力学的に合理的な関節の働かせ方

この動きは，日常生活の持ち上げ動作を扱った

をさせていたことがわかったまた，跳躍動作を扱っ

BuIgess-IjmeIick,Ｒら4)のデータと類似しており，彼

た研究23)によると，近位から遠位の関節への連続的な

らはこのリフテイング前半に観察された動きを，筋電

伸展は跳躍動作にとって重要であると同時に，互いに

図データと筋長変化から次のように論じている．膝関

拮抗する単関節筋と２関節筋の同時収縮が認められる

節伸展が大きく，股関節伸展が小さいため，ハムスト

とき，より近位側の単関節筋が発揮したパワーが２関

リングス（大腿屈筋群）の筋長は急速に短縮すること

節筋を通じてより遠位の関節へ転移されると考察され

なく相対的に伸張され，ある種の腱として作用する状

ている．すなわち，股関節伸展筋である大殿筋が発揮

態にあるため，膝関節伸展筋群が発揮した張力が股関

したパワーが大腿直筋を通じて膝関節伸展パワーに貢

節伸展モーメントに貢献すると議論している．二関節

献し，膝関節伸展筋群である大腿四頭筋により生じた

筋であるハムストリングスが一定の張力を持ちながら，

パワーが腓腹筋を通じて足底屈パワーに貢献すること

長さが変わらない堅い紐のように働いている場合,膝

を意味する．

伸展動作によって股関節伸展がもたらされるようにな

各関節が最大伸展位を迎えたあと，受けの姿勢をと

る．このハムストリングスの腱作用が生じ，膝伸展筋

るため各関節は屈曲方向へ動く．この時にみられる最

群が発生した張力が股関節伸展モーメントに貢献する

大屈曲速度は，足く膝く股関節の順に大きくなり，そ

ためには,拮抗する両筋群の同時収縮(coContraction）

の出現順は最大伸展速度とは逆に足→膝→股関節の順

が必要となる．上級者（日本代表レベル）の男子リフ

であった．日本の女子選手のデータ26）と比較すると，
世界トップレベルの中国選手は，膝，股関節の最大屈

ターと初心者についてスナッチ動作中の筋電図を比較

した研究'0)で，上級者はファーストプル中，膝関節伸

曲速度で日本選手を大きく上回り，足関節の最大速度

展筋である内側広筋の活発な活動とともに股関節伸展

が現れてから股関節の最大速度が現れるまでの時間が

筋群である大腿二頭筋ならびに大殿筋の大きな持続放

より短かい．プル動作中の筋パワー発揮が大きいだけ

電が観察され，明らかな拮抗筋群の同時収縮が示され

でなく，受け姿勢をとるまでに身体が発揮する屈曲方

ている．一方，初心者のリフターは，内側広筋には活

向への筋パワー発揮も大きいと予想できる．

発な筋放電が見られるものの，大腿二頭筋は筋放電が

下肢関節の動きだけを観察してみても，スナッチ動

見られず,拮抗する筋群の同時収縮による股関節伸展

作では極めて短時間（１秒前後）に各関節の素速い伸

モーメントへの貢献は認められなかった．今回の対象

展と屈曲が行われる．伸展側でのより効果的な筋力発

となった世界トップレベルの選手は，男子のトップリ

揮のために，膝関節ではＤＫＢが用いられている．高
出力のパワー発揮が要求されるため，動員される筋群

フターと同様な筋活動がなされていたと考えられる．
といわれ，この局面中に各関節の伸展速度は最大とな

の強調的および集中的な活動が求められると同時に，
拮抗筋群の収縮一弛緩，同時収縮を含めた力の制御，

る．最大伸展速度は，いずれの選手も足く膝く股関節

ならびに連接する関節筋群動員のタイミングの制御が

膝が屈曲した後，再度伸展する局面はセカンドプル

の順に大きくなり，その出現は股→膝→足関節の１１項で

重要な役割を演じると推察される．本研究で得られた

あった．このような下肢関節の角速度パターンは，反

バイオメカニカルなデータからみて，世界トップレベ

動動作を用いる垂直跳と同様であり24)，また床反カ

ルにある中国女子リフターのスナッチ技術は運動学的

データからも跳躍動作とリフティング動作の類似性も

に高度な水準にあると評価でき，リフテイング動作中

示唆されている２０)．本研究の結果から，下肢３関節の

のパワー発揮においても極めて高い水準を有している

なかで最大速度を発揮する股関節が最初に大きく伸展

といえる．

方向へ加速されることにより，大きい質量分布をもつ
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ＢＭＩ別にみた高校女子長距離選手の
競技記録に関する縦断的研究
小野伸一郎＊寺田光世*＊梶原洋子**＊

LongitudinalstudyontherelationbetweenBMIand3000mrunning
perfbrmanceinseniorhighschoolwomen，sEkidenrunners
ShinichiroONO，ＭｉｔｓｕｙｏＴＥＲＡＤＡａｎｄＹｂｋｏＫＡＪＩＷＡＲＡ

Abstract

Thebodymassindex(ＢＭＩ,aratioofthepersonIsweighttotheheightsquared)hasbeenusedto

categorizepeopleregardingtheirdegreeofobesityJtisnecessarytoshowathletestheproperBMI1evel
fbrexecutionofweightcontrol・However,thereisnostandardBMIInatchedfbrlongdistancerunners．
Ourpreviouscross-sectionalstudyhypothesizedthatbestBMIleveltoimProve3000meterrace

perfbrmancefbrwomen'BEkidenrunnersisl7・OThepurposeofthisstudywastoascertainthishypothesis
fromlongitudinalobservation・Subjectswere720womenwhoparticipatedtwiceinsuccession（lstand
thenextgraders,or2ndandthenextgraders)intheA11JapanAnnualSeniorHighSchoolWOmen1s
EkidenRaceTheirheight,weight,and3000meter-runrecordwereexaminedThemainresultswere
summarizedasfbllows:１)TherunnerswhoseBMI1owerthanl70(Lgroup)improvedtheirperfbrmances

withincreasingtheirBMI2)TherunnerswhoseBMIhigherthan１９．３（Hgroup)improvedtheir
perfbrmanceswithdecreasingtheirBML3)Thesefindingsmaysupportourpreviouscross-sectional
studythatthｅｂｅｓｔＢＭＩｆｂｒｔｈｅｗｏｍｅｎ,sEkidenrunnersis17.0．
IntheBMIfbrwomenもEkidenrunners,theremaybeapointofcriticalimportancethatafYbctsprobability
ofproducingalotofexceUentrunners．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：long-distancerunnel;3000ｍrace,ＢＭＩ,Mahalanobisdistance
基づいてオリンピック陸上選手の人種ごとのソマトタ

1．緒言

イプを報告しているが,競技種目ごとの最適な体格に

陸上競技選手の体格の特'性については古くから関心

ついては,今日においても十分明らかにされていない．

が寄せられている．TanneI2o)がSheldonの方法'９)に

女子長距離選手においては一般的に痩身が有利とされ

*舞鶴工業高等専門学校自然科学部門:MaizuruNationalCoUegeofTechnology,234Shiraya,Maizuru-shi,Kyoto625-8511
**京都教育大学教育学部：Iq7otoUnjversityofEducation,lFUjmomori-cho,Fukakusa,Fusimi-ku,Iq7oto-shi612-O863
***文教大学教育学部：BunkyoUniveIgity,3337Mmamiogishima,Koshigaya-shi,Saitama343-O804
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るが,健康上の問題を惹起させるとの指摘3),4),8),,),10)，
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U).l4L15L18)があり，今日，極端な痩身化が引き起こす１７
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を調査し，等確率楕円法を用いて優秀な記録を出す生
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起確率は,ＢＭＩが17.0の時Iこ最も高いと推定した．し
起確率は，ＢＭＩが17.0の時に最も高いと推定した．し２．５３．５４
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ろとよい記録が出る確率が高まることを示唆した．
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女子長距離選手では体重がX1､さいほど競｝支成績が高
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起確率の大きさから選手のBMIを検討しようとする研１５

５

２．５３３．５４

で，先行研究'6）においてｽﾞｵ象にした被験者のうち，

Power-transformedBMI

BMI17.0未満の選手ではBMIの上昇が,また'BMI17OFig2Longitudin｡changesinBMIand300Omracetime(Senior
以上の選手はＢＭＩ減小が，それぞれ3000メートル走group）
の優秀記録の生起確率を高めるとの仮説を立て，遡及
的調査を行ってこれを検証することとした．に３段階評価とし，区分の根拠は女子高校駅伝選手に

Ⅱ研究対象および方法

おける体格と3000メートルレース記録(以後，レース
記録と略する）の関係について報告した先行研究'6)に

女子全国高等学校駅伝競走大会の第１～７回（1989基づいた.すなわちレース記録とＢＭＩの二変量から求

1995）に参加し，筆者らの先行研究の対象になった日めた生起確率1％レベルのマハラノビス距離における
本人選手2084名のうち，同大会に２年連続出場してい記録の極小および極大座標が示すBMIがそれぞれ17.0
るもの720名を本研究の対象とした対象者のうち第と19.3であることに基づいている．

１～２学年の連続出場者は302名，第２～３学年のそれなお，本研究におけるマハラノピス距離は相関する
は418名であり，それぞれをJunior群，Senior群とし二変量,すなわちＢＭＩとレース記録の分布の中心から

た．隔たる確率距離を意味する6)．Fig.１および２中の楕円
まず,大会出場申込時の身長と体重からＢＭＩ(体重／は先行研究'６)において得た1％の生起確率を示す軌跡
身長2）を算出し，17.0未満をＬ群，17.0～19.3をＭである．

群，19.31以上をＨ群とした．本研究における群分け次に，Junior群およびSemor群のＬ，Ｍ，Ｈの各群

はBMIとレース記録の関係動向を大局的につかむためについて身長,体重,BMI,レース記録の平均値と標準
－３０－

ＢＭＩ別にみた高校女子長距離選手の競技記録に関する縦断的研究

偏差を学年ごとに求め，１年間の変動状況を調査した．

ここに，簸，巧は，変量ｘ，ｙを（２）のように，標

さらにＢＭＩを用いて，高校女子3000メートル競技の

本の平均値，標準偏差で標準化した値で，ｒはｘ，ｙ

エリートおよびトップレベルと見込まれる記録をそれ

の相関係数を表す．

ぞれ570秒，550秒に設定し，これらの記録を達成す
(２）

一一

弓

勤

ことによって求めた．

Ｕ弓

兀

兀

亀

る確率をマハラノピス距離からカイニ乗値に変換する
さらに,個別の選手についてＢＭＩとレース記録に関
する１年間の変動状況に関して，ＢＭＩ上昇と記録向上

また，Ｄ２の値は，自由度２のｒ２分布に従うことが

を認めるものをタイプ１，ＢＭＩ上昇と記録低下または

知られ,一定の確率Ｐに対する”２値を求め，それに対

不変を認めるものをタイプ２，ＢＭＩ減小または不変と

するgjc,Ｚｙの軌跡を求め,９９％等確率楕円を描いた

記録向上を認めるものをタイプ３，そして，ＢＭＩ減｡、

Ⅲ結果

または不変と記録低下または不変を認めるものをタイ

TablelにJunior選手の，Table2にSemor選手の，

プ４として，それぞれのタイプの出現頻度を各群につ

それぞれ各学年における身長,体重,BMIおよびレー

いて求めた．

各群における平均値の差の検定には対応のあるｔ検

ス記録について,ＢＭＩ群別に平均と標準偏差をまとめ

定，タイプ出現頻度についてはカイニ乗検定を用い，

た．Jumor-L群においては身長および体重が有意に増

それぞれｐ＜0.05を有意とした．また，マハラノピス

加し（ともにｐ＜0.01)，ＢＭＩの上昇およびレース記

距離と生起確率の求め方は下記の通りである6)．変量

録の向上が有意に認められた(p＜0.01)．Jmnor-M群

ｘ，ｙが二変量正規分布に従うとき，分布の中心から

においては身長および体重が有意に増加し（ｐ＜

のマハラノビス距離の2）は（１）式のように定義さ

0.01),ＢＭＩの有意な変化は認められなかったがレース

れる．

記録の有意な向上が認められた(p＜0.01)．Junior-H
群においては身長の有意な増加が認められ（ｐ＜

Ｄ２==Ｚｊ[2＋Ｚｙ２￣２７ZjOz),＝jc2
１－７２

0.01),体重およびBMIが有意に減ﾉI､(ともにp＜0.01）

(１）

しルース記録の有意な向上が認められた(p＜0.01)．
SemorL群では身長の変化は認められなかったが,体

TablelEachgroupphysicalcharacteristicsand3000mrace
time(Juniorgroup）

Table2EachgroupphysicaIcharacteristicsand3000mrace

lstgrader→２ｎｄｇｒａｄｅｒ

Group

time(SeniorgIoup）

2ndgrader→３rdgrader

Ｇｒｏｕｐ
Ｌｎ＝６８

Ｌｎ＝８２

Ｈｅｉｄ１ｔ（c、）
Weightkg）

１５８４±

５．００

１５８．９±

５．０２＊＊

１５９．２±

４．６６

１５９．５±

３０８

４２６±

３５１＊＊

Ｈｅｉｇｈｔｔｍ）

４１０±

Ｗeight（kg）

４１．４±

２．７０

４３．０±

３．５７●な

ＢＭＩ

１６３３±

１６２６±

0.80●＊

ＢＭｌ

１６．３２±

0.50

１６８６±

０８０＄．

593.13±

24.40鉢

588.60±

22.05

583.11±

22.63軸

１５８．７±

４．５７

１５９．１±

４．６２鉢

４５．８±

２．９９

４６．１±

１８．１６土

0.63

１８．２２±

602.18±

23.21

595.30±

２２５８な＊

Ｈｅｉｇｈｔｔｍ）
Ｗeightに）

１５６．９±

４．４４

１５７．４±

４．３０＄な

４９．２±

ａ10

４８．６±

３．３８＄な

ＢＭＩ

１９．９７±

0.62

１９．６０±

０．７６＄＄

615.60±

17.16

605.78±

17.73な＄

Ｈｅｉｇｈｔｔｍ）
Weightkg）

１５８．６±

4.61

１５８．９±

４．６０６●

４５．５±

363

４５．９±

３．７０な●

ＢＭＩ

１８．０７±

1.14

１８．１６±

１．０８●４

601.54±

23.50

594.55±

２２８８中心

3000mR､TGec）

602.75±

0.55

24.16

3000ｍR､Ｔ(sec）
Ｍｎ＝３０１

Ｍｎ＝１８５

Ｈｅｉｄ１ｔ（c、）
WeightO(9)

158.3±

４．７６

１５８．７±

４．７２Ｗ

４５５±

３．１１

４５．９±

３．１５６＊

ＢＭＩ

１８．１４±

0.60

１８２０±

610.69±

22.11

598.01±

3000ｍＲＴ(sec）

Ｈｅｉｇｈｔｔｍ）
WeightO（９）

0.74ＮＳ

ＢＭＩ

21.53本＊

3000ｍR､Ｔ(sec）

Ｈｎ＝３５
１５７３±

３８１

１５８．１±

３．７７＄＊

４９．３±

２．６３

４８．０±

３．１６＄＄

ＢＭＩＯ
３０００ｍＲ.Ｔ(sec）

１９．９２±

0.56

１９．１９±

１．０５●＊

623.75±

25.14

604.37±

23.38本＊

１５８．２士

４．７４

１５８．７±

４．７１Ｗ

３．９８

４５．２±

３．６９な*

１．２３

１７．９５±

１．０９●

２３８３

59742±

3000ｍＲＴ(Sec）

ＴｏｔａＩｎ＝３０２

ＢＭＩ

3000ｍＲＴ(sec）

３．３４＄●
Ｏ８２ＮＳ

Ｈ、＝４９

Ｈｅｉｇｈｔｔｍ）
WeightO（９）

Heighttm）
weightO(9)

４４７ＮＳ

Total、＝４１８
４４．７±

１７８５±

610.05±

22.80＊＊

3000ｍＲ､Ｔ(sec）

*:p＜0.05＊*:p＜0.01ｗｈｅｎcomparedwiththelstgradervaIue

*:p＜0.05＊*:p＜0.O1whencomparedwiththe2ndgraderｖａｌｕｅ

－３１－
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重の有意な増加(p＜0.01)，BMIの上昇およびレース

をBMI群別に示した（FYg3)．Ｌ群における生起確率

記録の向上が有意に認められた(p＜0.01)．Semor-M

の１年間の変化は，Jumor選手で0.031±0.011から

群においては身長および体重の有意な増加が認められ

0.033±0.010となり（p＜0.05),Semor選手では0.300

(ともにｐ＜0.01)，ＢＭＩの変化は認められなかったが

±0.010から0.033±0.010と有意に上がった（p＜

レース記録の向上は有意に認められた（ｐ＜0.01)．

0.01).Ｍ群ではJumor選手が0.029±0.011から0.027

Senior-H群においては身長の有意な増加が認められ

±0.012,Semor選手は0.028±0.012から0.027±0.013

(P＜0.01),体重およびBMIが有意に減ﾉj､し(p＜0.01)，

となり有意に下がった(p＜0.01)．Ｈ群ではJunior選

レース記録の向上が有意に認められた（Ｐ＜0.01)．

手が0.004±0.002から0.014±0.014,Semor選手は

Fig.1にはJunior選手の,FYg2にはSemor選手のＢＭＩ

0.003±0.002から0007±0.006となり有意に上がっ

とレース記録との関係における1年間の変化を示した．

た（p＜0.01)．つぎにレース記録が570秒の場合にお

両選手群ともにL群ではBMIの上昇とレース記録の向

ける生起確率の変化をＢＭＩ群別に示した（Fig.4)．Ｌ

上,Ｍ群ではＢＭＩの不変とレース記録の向上,Ｈ群で

群のJunior選手が0.178±0.076から0227±0.090,

はＢＭＩの減小とレース記録の向上との関係がみられ

Semor選手は0.169±0.077から0.222±0.085と有意

た．

に上がった（p＜0.01)．Ｍ群ではJunior選手が0.263

レース記録が550秒の場合における生起確率の変化

±0.067から0.244±0.079,Semor選手は0.256±0.072

0.05
0.04

３２１０
０００

０００

の。｜ロンュ

l－

１

ｌｌ

ｌｌ

Ｌ
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から0.239±0.086となり有意に下がった（p＜0.01)．

た結果，Jumor選手およびSemor選手ともにBMIの

H群ではJumor選手が0.053±0.032から0.146±0.113,

群とタイプ構成比との間に有意な関連が認められた(ｐ

Semor選手は0.051±0.031から0.091±0.066となり

＜0.01)．

有意に上がった（p＜0.01)．

Ⅳ．考察

Jumor選手におけるタイプ出現頻度を,BMI群別に

示した(Ｈ9.5)．タイプ1の比率は,Junior-L群54.9％，

本研究における縦断的な成績から，初年度において

Jumor-M群31.9％，Junior-H群200％の順で下がっ

Bmが17.0未満の群では次年度にＢＭＩが17.0に接近

たタイプ2比率も，Junior-L群20.7％，Jumor-M群

することによってレース記録の向上する選手が高率で

12.4％，Jumor-H群5.7％の順で下がった．タイプ３の

認められた．またこれと対照的に，ＢＭＩが19.31以上

比率は，Junior-L群20.7％，Junior-Ｍ群48.1％，

の群ではＢＭＩが17.0に接近することによってレース

Jumor-H群65.7％の順で比率が上がった．タイプ4比

記録の向上する選手が高率に認められた．このように

率も，Jumor-L群3.7％，Junior-Ｍ群7.6％，Jumor-H

レース記録の向上する選手（以下，記録向上選手とい

群8.6％の順で比率が上がった.Semor選手におけるタ

う）の生起確率を上げることについては，ＢＭＩに一定

イプ出現頻度を，ＢＭＩ群別に示した（Fig.6)．タイプ

の境界点を見い出せる可能性があることが示唆された．

１の比率は，Semor-L群529％，Semor-M群28.9％，

本研究の対象者においては,ＢＭＩとレース記録の間

Semor-H群14.3％の111頁で下がった．タイプ２比率も，

には0.3202の相関係数（r）が認められた．もし両者

Semor-L群25.0％，Ｓｅｍｏ王Ｍ群16.6％，Ｓｅｍｏ砂Ｈ群

の間がｒ＝１であるならば標本分布は線状になりＢＭＩ

8.2％の順で下がった．タイプ3の比率は,逆にSemor‐

が｡､ならばレース記録は優位という明確な関係が成り

Ｌ群19.1％，Semor-M群40.5％，Senior-H群61.2％の

立つ．また，もし両者の間がｒ＝Ｏであるならば標本

順で上がった．タイプ４比率も，Senior-L群2.9％，

分布は正円状になり，最優秀記録を出す確率がもっと

Semor-M群140％，Semor-H群16.3％の順で上がっ

も高くなるＢＭＩは標本の平均値に一致する．しかし両

た．これらについてカイニ乗独立性の検定をおこなっ

者間に弱い相関関係が存在する本成績のような場合，

曇

54.9％

ｐｐ卯”

25.0％

画TypeⅣ

ｅＧ２ｅ

■TypeⅢ

－－

ⅣＷＴＴ

□TypeⅡ

ｉ

Ｉ、

ＩⅡⅢⅣ

19.1％

〃□■圏

，ｑ９Ｋ１４０％１６．３％

鰯Type’

Lgroup

Mgroup

Hgroup

Lgroup

Mgroup

Hgroup

Fig5RaioofeachtypeinL,MHgroup(Juniorgmup）

Fig6RaIioofeachtypeinL,Ｍ,Hgroup(Seniorg『Cup）
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最優秀記録を出す確率がもっとも高くなるBMIはマハ

分00秒の記録を出せる選手を1％生起確率で求めると

ラノピス距離の等高線における極小値を求めることに

BMI=18.5であることを認めた17)．これは対象を女子

よって得られる．

長距離選手に限定するとしても人種,年令および種目

二変量に基づくマハラノピス距離は分布の中心から

その他の条件によって境界点になるBⅢ値が変動する

の確率距離を意味し，カイニ乗値の自由度２の分布に

ことを示していると考えられる．第二に生起確率を設

従う．したがって本研究のごとくＢＭＩとレース記録の

定するときの設定レベルの高低がBMIの境界点を変動

二変量を組み合わせる特定の座標点についてマハラノ

させることである．本研究では１％レベルを採用した

ビス距離を求めるときは，母集団の中でこの組み合わ

が,この数値を大きくすれば境界点のBMI値は大きく

せが生じるであろう確率（以下，生起確率という）を

なり，小きくすればそれは小さくなる．したがって生

知ることができる．

起確率の設定レベルを常に明記する必要があると思わ

ＢＭＩとレース記録の組み合わせ点について同一の生

れる．

起確率をもつ座標点は二変量間に相関関係があるため

次に群ごとに論議する．Ｈ群では，ＢＭＩが減小する

理論上楕円状に無限に存在するが，そのうち母集団と

ことにより記録向上選手の生起確率が高まり，記録の

してレース記録が最良になる組み合わせ(生起確率１

向上した者が実際に多く認められた．このことは，女

％）は，先行研究で対象にした女子高校駅伝選手につ

子長距離選手では体重が小さいほど競技成績が高くな

いていうと，レース記録が9分0秒９でＢＭＩが17.0で

るlL2)との報告，および体重当たり最大酸素摂取量と

あった'6)．これと同一の記録をだす生起確率はBMIが

競技成績との間には有意な相関関係がある型)とする報

17.0より大きくても小さくても１％未満になることを

告からみて，Ｈ群の選手にとっては，体重の大きいこ

これは示していて，今回の縦断的調査の成績はこの先

とが記録に対してマイナス要因として働いていたこと

行研究'6）の結果を裏付けるものとなったと考えられ

を示すと考えられる．また，一般的に，体脂肪が多い

る．

ほどパフォーマンスが下がる5)こと，および余分な体

本研究の基礎データは大会申込資料より調査をおこ

脂肪はトレーニングの質を低下させる21)ことが考えら

なった．本競技大会は，各都道府県予選を通過した代

れるので，Ｈ群ではトレーニングによって体脂肪があ

表チームによって競われる全国大会であることから，

る程度減小したとの推測されるが,本研究ではその証

本邦において最も多くの高校女子中長距離選手が参加

拠は把握できていない．

するトップレベルの大会として位置付けられる．研究

Ｌ群ではBMIの増大によりレース記録向上選手の生

対象者はこの大会への２年連続出場選手であることか

起確率が高くなり，記録の向上を得た者の出現頻度が

らトレーニングに継続`性があるものと判断きれる．し

高くなった．女子長距離選手の過度な痩身化は，体重

たがって本研究対象者の1ヶ年にわたる期間のBMIと

当たり最大酸素摂取量およびランニングスピードを有

記録の変動は継続的トレーニングが実施された結果で

意に低下させるという報告7)，およびパフォーマンス

あるとの前提に基づいている．また，体重および身長

低下,特に有酸素機能低下を招くという報告がある'3)．

の測定は任意に行われ測定器等は不明であるが,多く

これらの報告は，体重減小力泌ずしも競技成績向上に

の者は大会申込時の身長および体重を記入したものと

繋がるとは限らないことを示している．本研究におい

考えられる．

ては，Ｌ群では体重の増大が記録向上に対してプラス

ここにおいて統計的側面から二つの事柄について論

に作用したものと考えられる．長距離選手について，

議する必要がある．第一にＢＭＩ値17.0が境界点ルー

体重の増大が記録を向上させるとする報告はこれまで

ス記録が極小値をとる点)になるのは先行研究'6)の対

に認められないことであり，そのメカニズムについて

象者について言い得ることである．筆者らはこれまで

は今後に委ねられる．

にオリンピックまたは世界選手権の女子マラソン入賞

Ｍ群ではＢＭＩの変動が認められなくともレース記

者72名について同様の検討を行ったところ，２時間2０

録の向上が認められた．タイプ別頻度においてはＢＭＩ

－３４－

ＢＭＩ別にみた高校女子長距離選手の競技記録に関する縦断的研究

が減小することによりレース記録向上選手の頻度が高
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TheHechtVault：Pre-fliglltandOn-horse

Techniqueson“PhysicalAmplitude”ofPost-fligllt
YoshiakiTAKm*，ＨｉＩＤｓｈｉＮＯＨＡＲＡ＊＊mdNOIiyoshiYAMASIⅡＴＡ＊＊＊
大伸身跳び：第１飛躍及び馬接手期の技術と第２飛躍の
“物理的大きさ（雄大ざ)”の関係
武井義明野原弘嗣山下謙智

Abstract

Ingeneral,on-boardandpre-flightmechanicalvariableshaveanimportant“causalinfluence,，onthe
subsequenton-horseandpost-flightperfbrmancesofthevault､However,thisnotionisyettobetestedfbr
theHechtvaultFurthermore,thecoachingcommunityholdspopularbutuntestedbeliefBthat"physical
amplitudeofpost-flight，,iscrucialinachievingsuccessoftheHechtvaultTherefbre,thepurposeofthe
studywastoinvestigate(a)thecommoncoachingbeliefonthephysicalamplitudeofpost-nightand(b）
therelationshipofthemechanicalvariablesoftheearlierphasesoftheHechtvaultwiththoseofthe

post-flightphasethatgovernphysicalamplitudeandsuccessMperfbrmance､Subjectswerel22male
gymnastsfrom30countriesperfbrmingthevaultatthel995WorldGymnasticsChampionshipsThe
vaultswerefilmedusingal6-mmmotionpicturecameraoperａｔｉｎｇａｔｌＯＯＨｚ・Ａｐproximately80frames
weredigitizedfbreaChvaultanalyzedThemethodofHayandReid(1988)wasusedtodevelopatheoretical
modeltoidentifythemechanicalandphysicalvariablesthatdeterminethephysicalamplitudeofpostnightCorrelationalanalysiswasusedtoestablishthestrengthofrelationshipbetween(a)themechanical

variablesthatdeterminethephysicalamplitudeofpost-flightandthejudges，scoreasweUas(b)the
mechanicalvariablesoftheearlierphasesoftheHechtvaultandthoseofthepost-flightphase・Significant

correlation(Ｐ〈0.001)indicatedthatphysicalamplitudeofpost-f1ight(asseeningreatheight,longtime，
largehoIizontaldistance,andlargeangulardistanceofflight)wasimportantinachievingsuccessofthe
vault・Theresultsalsoidentifiedthefbllowingasimportantvariablesofcausalinfluenceinachieving
successofthepost-flightperfbrmanceoftheHechtvault:(1)thelargeverticalvelocityattakeofTfiPomthe

board;(2)thelargenormalizedaverageverticalfbrceexertedwhileonthehorse,(3)thelargehorizontal
andverticalvelocitiesattakeofTfromthehorse,ａｎｄ(4)thelargenormalizedbackwardsomersaulting

angularmomentumattakeofTfromthehorse．

KeyWords:WorldGymnasticsChampionships,sportsbiomechanics,Hechtvault,judge,sscore
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跳馬において、一般に、踏み切り板接地中、及び第１飛躍において成された力学的諸変数は、続いて行わ
れる馬接手中、及び第２飛躍の決定要因として重要な影響をもっている。しかしながら、この通念は未だ大
伸身跳びについては検証されていない。更に、大伸身跳びについて、コーチ社会では共有されているものの
未だ検証されていない信念､即ち、“第２飛躍の物理的大きさ”は大伸身跳びの成功を達成するために決定的
なものであるという信念が持たれている。

そこで､本研究の目的は(a)コーチングにおいて共有されている信念である、大伸身跳び第２飛躍の物理的
大きさ､及び(b)大伸身跳びの第２飛躍より前の局面において成された力学的諸変数と第２飛躍局面の物理的
大きさ並びに大伸身跳びの成功演技との関係について研究することである。
被験者は1995年世界体操選手権大会の跳馬種目に出場した世界３０カ国からの男子体操競技選手122名で
ある。跳馬の演技は16ｍｍ高速映画カメラによって、毎秒100コマのフイルム速度で撮影された。各演技を
分析するために、それぞれの演技について約８０コマがデジタイズされた。第２飛躍局面の物理的大きさを決

定づける力学的及び物理的諸変数に関する理論的モデルを構築するためにHayとReid(1988)の方法が用いら
れた。また、（a)第２飛躍の物理的大きさ並びに演技得点を決定づける力学的諸変数とともに､(b)大伸身跳び
の第２飛躍局面より前の局面と第２飛躍局面における物理的大きさとの相互関係の大きさを明らかにするた
めに相関分析が用いられた。

有意な相関(ｐ＞0.001)から、第２飛躍の物理的大きさ(跳躍高の高さ、空中時間の長さ、水平跳躍距離の
大きさ、飛躍中における身体の回転角度の大きさ、として見られた)が跳馬の成功演技を達成するために重要
であることが示唆された。また、このような結果から、大伸身跳びの第２飛躍で成功演技を達成するための
重要な要因として以下のことが明らかになった：(1)踏み切り板離地時における垂直速度が大きいこと､(2)馬
接手中において、馬に対して発揮する相対的垂直分力(力／体重)が大きいこと､(3)馬離手時における水平

及び垂直速度が大きいこと､(4)後方回転の大きな相対的角運動量(角運動量／(体重．身長2))をもって馬か
ら跳び出すこと。
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onboard,pⅢMight,andonhollsemechanicalvariables

Peak

寵ざ≦

arelikelytohaveanimportant"causalmHuence"ｏｎ
thesubsequentpost-UightperfbrmanceandoveraU
outcomeofthevault・Inthisregard,YeadonemJ・塑）
studiedtheMationshipoftheplMigmtCharacteIistics
tothepost-flightperfbrmanceusing27gymnasts

ＩＩＩｌｌ１Ｉ１ｌｌｌ

perｆｂｒｍｉｎｇｔｈｅＨｅｃｈｔｖａｕｌｔａｔｔｈｅｌ９９３Ｃanadian

NationalChampionshipsThｅｙｆｂｕｎｄｔｈａｔｔｈｅ
ｍａ】nmumheightofpostPnightwaspositjvelycondated
withtheverticalvelocityandthebodyangleathorse

蓮
●

ｒ

ｄ

恥

ｓ

ｅ

ａ
ｈ

Ｐ

Phase

includedalargenumberofpaIticipatingcountxiesand

。､‐

、

０

Approach

contact､Thel995WOIldGymnasticsChampionships

Pre-flight
Phase

｜ｌ

曄

Ｄ
Ｔ

ＩＩＩＩｍ

BoardTO

Horse
Phase

Post-night

gymnasts,exhibitingarelativelywiderangeofskill

Phase

levelsTherefbre,thechampionshipsprovidedan

HorSeTO

ＨｏｒｓｅＴＤＭａｔＴＤ

opportumtytofnrtherinvestigate(a)thecommon

Figu｢elThefivephasesoftheHechtvauItconsistof:Approach
phase(run-upapp『oachlbllowedbyahurdiesteponto

thetakeoffboard),On-boardphase(footcontacton
boardtodeparturefromtheboard),Pre-flightphase
（Iheh『stHbhtphaseinwhichlhegymnasthavelslbrwaId
andupwaIdoverlhehoIseasthebodWotatesIbIwa『｡）
，On-horsephase(handcontactonhorsetodepa『ture
homthehoIse),andPostlightphase(Ihesecondflight
phaseinwhichthegymnastdisplaysafUIIyextended

bodypositionwhilecontinuingtotravelfO｢wardand
upwamaslhebodysiowlyrotatesbacIMa『｡,andIands

onthematinastandingposition).ThevauItsshown
herearethehighest-scoring(upper,9.65points)Hecht
andIowest-scoring(Iower,7.975points)Hechthomlhe
l995WorIdGymnastiｃｓＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓＴＤ：
touchdown;ＴＯ:takeoff．

coaChingbeUefonthePhysicalamPlitudeofpost-night
and(b)therelationShipofthemeChanicalvariablesof
theearUerphasesoftheHeChtvaultwiththoseofthe
post-DightPhaseonaneDqDandedsamPlesizeandgI℃at
vanetyofskiUlevels，

Thefbuowinghypotheseswerefbnnulated：

Hypothesesl：Someofthemechanicalvariable
identifiedmthedetennimsticmodelaresignificantly
condatedwiththescoI℃sawardedbythejudges、

Hypotheses2:SomeofthemeChanicalvamblesofthe
earlierphasesoftheHechtvaultaresignificantly

－３９－
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colMatedwitllthoseofthepost-UightPhasethatguvem

ofdistinct,conseclmvepart,andthethixdandhnalstep

physicalamPlitudeofpost-night・

istodetenninethosefnctolgthatpmducethe１℃sultor，
ifthe１℃sulthasbeendivided,ifthe１℃spectivepartsof

MedUnOds

that配sult.（HayandReid)8)Themodel(＊FYguI℃２）

showmgtherelationshipbetweenthe１℃sultandthe

Determinigticmodel

Adeterministicmodelwasdevelopedtoidentib7the

fbLctorsofthisstudy､ＴＩ１ｅｍｅChanicalvaliablesthat

meChanicalvanablesthata1℃1℃latedtoampUtudeof

placeduppeｒｌｅｖｅｌｉｎｄｉｃａｔｅｔｈｅｒｅｓｕｌｔａｎｄｔｈｅ

post-night,andtosystematicallyguidetheanalysis

mechamcalvaliablescolmectedwiththeUneandPlaced

betweenthevanablesidentifiedmthemodelandthe

belowmdicatethefactoIB,１℃spective】y・

Indevelopingamodeltoanalyzetheamplitudeofpost-

judges，SCCI℃(＊Figure2）
n1estructu１℃ofthemodelwascomposedoftheI℃sult

night,onemustconsidertheamplitudeof(a)thelinear

andthefnctorthatproducetheresultlnthe

motionreUectedmthepathofthegymnast，Scenh℃ｏｆ

developmentofamodel,hrststepconsistsofidenti67ing

mass(ＣＭ)and(b)theangularmotion１℃uectedmthe

theI℃sult,andthesecondstepconsistsofdetelTnining

angulardistancethroughwhichthegymnastmtates

whetherthe１℃sultmaybedivided配adilyintoasenes

aboutthesomersaultmgaxis・TYlerefbre,ｔｈｅｍｏｄｅｌ
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Figu『e2DeterministicmodelshowingthemechanicaIvanabIesthatdeterminethephysicalampIitudeofpostlightoftheHechtvauIt・

ThedottedIinesindicatepossibIe(untested)relationshipinvoMnganonquantifiabIevariabIe(physicalampIitudeofpost-1Iight
andIbrm)．

－４０－

TheHechtVault：Pre-nightandOn-horseTechniquesｏｎ“PhysicalAmplitude,，ofPost-night

includesfburfactolB(ｍａ｡dmumheight,time,hoIizontal

momentofinertiaofthegymnastmpost-f】ight,and

displacement,andangulardisplacementofpostnight)，

theangularmomentumofthegymnastattakeo6｢mm

whichax℃identinedmthethixdandfburthlevelsand

thehorse,asdescxibedbyHayandReid8)(4thand5th

linked,fiDmbelow,totheやhysicalamplitudeofpost‐

levelsofthemodel).Theangularmomentumattakeo圧

night，'(2ndlevel)．

is,ｍｔｕｍ,detenninedbytheangularmomentumat

Themmmumheightofthegymnast》scentIqeofmass

touchdownonthehollseandthechangemtheangular

lnpost-Uight(3rdlevel)isdetenninedbytlleheightof

momentumthatoccurswhileonthehorse(6thlevel)．

thebodyCMattakeofTfi℃mthehomse(6thlevel)and

Withthesevanablesidentified,thefinalfbrmofthe

theverticalvelocityattakeoHfimnthehorse,theair

modelisasshownmFigure2Withregardtofbrmor

resistanceencountereddurｉｎｇｔｈｅｆｌｉｇｈｔ，and

theaestheticCharactelisticofpelfbrmance,Ｈａｙａｎｄ

accelerationduetogravity(5thlevel)Ｔｈevertical

Ｒｅｉｄ８)statedthatwhilefblmisimportantmachieving

velocityattakeofrisdetenninedbytheverticalvelocity

theoveraUsuccessofthevault,theefYbrtreqUiredto

attouchdownonhoI1seandthechangemthevertical

identib7anofitselements,dehnethemmechanicaUy，

velocitythatoccuIswhileonthehorse(6thlevel).The

andanalyzetheminmeaningMmannerismuch

Changemtheverticalvelocityisdeterminedbythe

greaterthananybenefitthatmightbegainedfrom

gymnast'smassandtheverticalimpulsethatthe

doingso・Concurlingwiththeiropimon,theauthors

gymnasteg【erts(andthatthehoI1se,ｍ”action,exeIts

fbltthatthemeChanicalanalysisofaestheticsorfbnn

onthegymnast)(7thleveD・TheverticalimpulseexeIted

wasbeyondthescopeofthisstudyand,thus,ｔｈｅｍodel

onthegymnastis,mturn,deteIminedbytheaverage

wasnotdevelopedmthisdix℃ction．

velticalfbrceexertedandthetimedulingwhichthe

fbmeacts,i､e､,thetimeofsupportonthehorse(Hay

DataCoUection

Malegymnasts(Ｎ=122)hmn30counhiesweI℃hlmed

andReid.)8)(帥level)．

ThetimeofpostPnightisdeternnnedbytheIdative

usmgaPhotosonicsl6-mmmotionpicturecamera

heightoftakeofEtheveIticalvelocityattakeofTfiDm

operatingatlOOHZastheypeIfbrmedtheHechtvault

thehollse,theairresistance,andaccelerationdueto

atthel995WmldGymnasIicsChampionshipsandused

gravity,ａｓｓｅｅｎｉｎｔｈｅ５ｔｈｌｅｖｅｌｏｆｔｈｅｍｏｄｅＬＴhe

assUlqjectsThecamerawaspositionedat67.86,h℃In

holizontaldisplacementofCMmpost-Uight(3rdlevel）

thelongaxisofthehorsewiththeopticalaxis90・to

isdeterminedbythetimeofpost-flightandthe

thishorseaxistorecoIdthevaulthomthedesignated

hmizontalvelocityattakeo任hDmthehoIBe,(4)hand5th

fnmingarea・

levels).ThehmzontalvelocityattakeofTis,mturn，

ThemeasureddimensionsoftheofIicialvault

detenninedbythehomontalvelocityattouchdownon

apparatusincludedmeacｈｈａｍｅｗｅＩ℃usedtoestablish

thehoIgeandtheChangemthehomontalvelocitythat

ahearscaleandhoIizontal１℃fb配nce・Intemaltiming

occurswhileonthehorse(6thlevel).mlechangeis

lightspulsmgata仕ｅｑｕｅｎｃｙｏｆｌＯＯＨｚｗｅｒｅｕｓｅｄｔｏ

determinedbythemassofthegymnastandthe

ｍａｒｋｔｈｅｓｉｄｅｓｏｆｔｈｅｆｉｌｍｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｂａｓｉｓfbr

hoIizontalimpulseexertedonthegymnastwhileon

detelmmngappmpIiatetemporalscales・

thehoI1se(7thlevel).Thehomontalimpulseexertedis，

ＤａｔａReduction

ｉｎturn,detemninedbytheaveragehorizontalfbrce

Foreachvaultanalyzed,ａｐｐｍｍｍａｔｅｌｙ８０症amesof

exertedandthetimeofsupportonthehorse(8thlevel)．

thehlmweI℃digitizedTT】eymcludedeveryhamehmn

TheangulardisPlacementofpost-flight(3rdlevel)is

４framespriortotakeofTfromtheboardthrough4

dependentonthetimeofpost-flight,theaverage

framesaftertakeoHfiDmthehorse,then,everythild

－４１－
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丘amethmughtouchdownonthematand4additional

appImdmately20fiameslater,by(b)theelapsedtime

consecutivehames・M-16CVanguardpmjectionhead

betweenthesetwoinstantsTheverticalvelocityat

andHIPADPlus9200digitizerlinkedon-linetoa

takeoHfiDmtheboaⅡ｡(UvTo)wascomputedusingthe

micmcomputerwe１℃usedfbrdigitizingoTIlehmizontal

verticalChsPlacementofcen伽ofmass(△y)nUmthehllst

andverticalcoordinatesof21pointsdefiningal4‐

h･ameshowingthesuhjectoH・theboaIdtothelasthame

segmentmodelofthehumanbodydescIibedbyClauser

pliortocontactwiththehoI1se,andtheelapsedtime(４t）

efaL1)wererecoldedfbreaChframeanalyzed・With

betweenthesetwohames(HayandNOham7);Takei21))：

theuseofcUbicsPhnetechniqUefbrdatasmoothing,a

Ｕｖｍ＝しｙ＋4.905(４t)2]/4t

m1mmumofthI℃eadditionaldatapointsareI℃qui1℃d

TYleverIjcalvelocityattouchdownonthehoI1se(vVrD）

aspaddingatthebeginningandendofthesamPleto

wascomputedusingthefbUowingeqUationofunifbnnly

ensurethatthereisnodistortionofthedatatobe

acceleratedmotion：

analyzed・The配fb1℃,digitizationofthe4consecutive

ＷＩＤ＝ＵｗＤ-9.81(4t）

hPamespIiortotakeoHfiDmtheboardandthoseafter

touchdownonthematwasdonefbrthispulpose・IY1ese

nnevelocitiesattakeofTfTomthehmlseandtouchdown

onthelandingmatweI℃similaIlycomputed・

datawerethenusedasmputtoacomputerpmgram

Seventymineofl22su】biects1℃qUiMheightandmass

designedtodisplaythecurvesofthedigitizedbody

tobeestimatedasthesedatawe１℃unavailable.、le

points(HayandNOhara)7).AnygmssoutlieMdentihed

missingheigd1tswe１℃estimatedusingamethodsimilar

weI℃a1ignedmanuaUytotheculvesormdigitizedafter

tothatusedbyHayandNoharn,whichwasbasedon

WhichthecUbicsPhnesmoothing(Hutchinson)'1)was

thesegmentlengthsObtainedhPomdigitizeｄdata・TYle

appliedtothesepositiondata・Subsequently,ｔｈｅ

missingmasseswereestimatedusingthefbUowing

】ocationoftheCMmeachdigitized企amewascomputed

１℃91℃ssioneqUationdeIivedmmtheknownmassand

usingthesegmentalmasspropoxtionandsegmental

heightvaluesofthe67malegymnastscompetingm

CM1ocationdａｔａｏｆＣｌａｕｓｅｒｅｔａＬ１）andbasic

thel9920IympicGames(Takei)21)：

segmentalprocedul℃descIibedbyHay6).Thetimeof

Mass＝Ｈeight(86.73)‐82.45,(r＝0.86,声＝0.73）

contactwasdefinedasthetimefiDmthefinstfTame

TheangulardisPlacement(8)ofthegymnastduling

whenthegymnastcontactedthehmsetothehxlsthmne

thenightphasewasdehnedas：

Whenhelostcontactwiththehol召e､nletimeofUight

８＝(ＨＩ－１)ｔ

wasdefinedasthetimehDmthehmstfi･ameWhenthe

ｗｈｅ配Ｈ＝thesomensaultingangularmomentum,Ｉ＝

gymnastlostcontactwiththehoI1setothenrstframe

theaveragemomentofmertiaofthegymnastabout

Whenhecontactedthelandingmat(Takei)'7ハ21).The

tllesamea】｡s,andt＝Ｉｉｍｅ(nkei17);mKeiandDunn2o))．

fiPamesdepictmgtheinstantsoftouchdownonand

nleangularmomentumofthegymnastaboutthe

takeofTfromtheboardandthehorseaswellas

transvemNsea｡dsthmughtheCMdmingthef】i獣ltPhases

touchdownonthematwereidentifiedFromthese

werecalculatedusmgthemethoddesmbedbyHayet

mIicalinstants,theonboard,pIeqight,onPhm召e,and

αJ､9),andthesegmentmomentofinertiadataofWhitsett

post-nightPhasesweredehned(Figurel)．

23).TIleyweI℃theaIithmeticmeanofappImdmately20

meholizontalvelocityattakeofrhDmtheboardwas

and45angularmomentumvaluesn℃maUthehPames

detenninedbydividing(a)thehmzontaldisplacement

analyzedfbrthepre-nightandpost-flightphases，

ofthecent１℃ｏｆｍａｓｓｈＤｍｔｈｅｈｚｇｔｆｒａｍｅｓｈｏｗｉｎｇthe

１℃spectivelylbfacUitatecompansonsamongsUbjects，

sUtiectoD｢thetakeofTboardtothelasthameshowing

theangularmomentaandmomentsofmertiaofthe

thesubjectmtheairpnortocontactwiththehorse，

wholebodyaboutthesomersaultingaxiswere

－４２－

HeHechtVault:Pre-nightandOn-horseTechniquesｏｎ“PhysicalAmplitude”ofPost-night
nonnalizedusmgthemethoddescIibedbyHinriChs1o)：

eqUation,ｗｈｅｎ1℃aITanged,yieldsaneXp1℃ssionfbrハ

Nolmalizedvalue＝(Absolutevalue)[(massXheight2)l1

fbreaChgymnast：

Theelmrestimatesofnonnalizedangularmomentum

valuesfbrthepre-flightandpost-nightphasesinthe

ハー[ｍ(Uvm‐UvTD)/t]＋W

DataAnalysis

l22subjectswereO17±・OO55and､０１３±､００２７，

TbtestthehI1sthypothesis,PealNsonpmduct-moment

respectively､Bodyanglesweredeterminedbya

colTelationswe配computedbetween(a)eaChvariable

holizontalrefbrencelineextendingbackwardthrough

mthethi1dlevelofthemodelandthejudges，Ｓｃ０１℃and

thegymnast，slateralmaneOlus,andalineconnecting

(b)thejudges，scoleandthevmiablesmthenextlower

thelatemlmaUeolusandthebaseofmidneck(midpoint

(4th)levelthatwerelinkedtothesignificantvariable

betweenthemanubriumandtheseventhcervical

immediatelyabove・Ｓｔｅｐ“b”wasthenrepeatedto

vertebra).ＴｈｅｙweremeasuredfromthehoIizontal

advancetheanalysistopmg1℃ssivelylowerlevelsofthe

1℃fb配ncehnemaclockwisedirection(Figure3)。

modeL(Note:Correlationalanalysiswaschosento

TheimpulsesandaveragefbI℃esexertedduringthe

establishthestrengthofrelationshipbetweenthe

on-horsephaseweredeterminedbytheimpulse‐

knowncausalmechanicalvaxiables,identifiedmthe

momentumldationship(ＨａｙａｎｄＲｅｉｄ８);Takei21))．

modeLandthesco１℃awardedbythejudges.）

Totestthesecondhypothesis,Pearsonproduct‐

Forexample：

momentcondationswe１℃ａｌｓｏcomputedbetweenthe

（岡-Ｗ)ｔ＝ｍ(UvlD‐WID）

whereハーaverageverticalfbrceexerted,Ｗ＝body

mechanicalvanablesoftheearherphasesoftheHecht

weight,ｔ＝timeofhoI召esupport,ｍ＝ｂｏｄｙmass,Uvm＝

vaultwiththoseofthepost-nightPhasethatgovern

verticalvelocityattakeofrfiDmtheholse,ａｎｄＵｗＤ＝

physicalamPlitudeandsuccessfmpeIfbrmance､He

verticalvelocityattouchdownonthehorseThis

OO51evelwaschosentoindicatestatisticalsigmincance、

TomaintainthisnominalTypelerrorlevelin

conductmgmultiPletests,theuseoftheBOnfbrmm

ＨC/Sｅ７０

pmcedu1℃(Wmnnson)型)indicatedtllatanalPhaof0.001

ＶＶ２

(P<0.05/５０＝0.001)was亜quiⅡ℃dtoaChievestatistical

v)V２

i了:二毛-１：

significanceToevaluatepracticalsignificance,the

lｈｌ２

coefYicientofdeterminationwascomputedfbreach

vmablefbundtobesignificantlycolTelatedwiththe

－ＶＭＩＲ，

judges'Soo1℃．
月

Results

['七/pothesisone】
Figure3Thebodyangle(βB),veIodUes,andanguIarmomentum
attouchdown(TD)andtakeoff(TO)fromthehorse・
DunrpmecourseofblocIdngandpushingofflhehorse，
venicalreacUomb1℃e(Fiｸtendstoinc『easemegymnast
ユsverticalvelocity(Vv)andsimultaneouslyincrease
backwaIdangularmomentum(比),makingareve｢sal
ofdirecionofbodymtaUonpossibIewhiIeonIhehorse、

Ontheotherhand,thehorizontalreactionforce(則
tendstodecreasehorizontalvelocity(VH）and
simuItaneouslyincreasefOwva｢danguIarmomentum

（HOandachanceofacddental',bodyturnoverm'whiIe

omhehorse．

IIleMecInanicalModelandjUdgeslScorc

SignihcantcondationsbetweenmeChanicalvanables
ofthemodelandjudges，scorearepresentedmthis
section(FiguI℃４)n1eanalysisbeginwiththevaｴiables
mthesecondlevelofthemodeｌａｎｄadvancetothosem

thelowerlevels,onePhaseorbranchatatime・

me"PhysicalamPlitudeofpost-UigMwasidentihed
inthesecondlevelofthemodel(Figure2）However，

－４３－
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thisvariablewasnotquantifIedbecauseitwas

detenninethetimeofposMigdltwe正identiHedinthe

lmpossibletodescIibethevanablewithasinglenumber

5thlevelofthemodeLOfthese,onlytheverticalvelocity

fbrthepurposeoftheanalysis,Thema｡mnumheight

attakeoHhUmtheholBe(r＝0.38)yieldedasignihcant

c＝0.36),ｔｈｅｔｉｍｅ（７＝0.37），thehorizontal

colmlationcoef5cientwitllthejudges，Ｓｃ０１℃､SubseqUent

displacement(7＝0.44),andtheangulardisPlacement

analysisoftheverticalvelocityattouchdownonthe

(r＝-0.52)ofpost-night,whichtogetherdeternnnethe

horse(7＝-0.02)andthechangemtheverticalvelociiy

physicalampUtudeofpost-f1ightyieldedasignificant

onthehorse(7＝046),identihedmthe6thlevelofthe

colMationcoe缶cientwiththejudges，ＳＣＯ１℃mallfbur

model,yieldedasignihcantcoITelationcoeG5cientwith

cases(3rdand4unlevels,Figure4)．

thejudges，Ｓｃo1℃onlyfbrthelattervariableFinany，

ThefburvariablesthatdeterminethemzHximl1m

thetimeofholBesupport(7＝-0.44)andthenomlalized

heightofpost-Uightwereidentifiedinthe5thand6th

averageverticalfbmeonthehollse(r＝0.51)(8thlevelof

levelsofthemodeLSimila1ly,thefburvaxiablesthat

themodelinFigure4),whichtogetherdetenninethe
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Figure4DeterministicmodeIshowingthemechanicaIvariablesthatdetermineIhephysicalampIitudeofpostlightoflheHechtvauIt，
andzerocrdercorreIaiionswiththejudges，score(*andthelhicklineslinkjngthevariabIesdenotessignificance).Thedotted
IinesindicatepossibIe(umested)reIaionshipinvoMnganonquanIihablevanaUe(physic副ampIitudeofposHlightandlbnn)．
Note:correlationcoefficientshownatthetopofeachboxencIosingthequantifiabIevariableinthe3nthrough81hIevels

indicatesitsreIationshipwiththejudges，score,ratherthantherelationshipwiththevariabIeIinkedimmediatelyabove、
－４４－

TheHechtVault：Pre-flightandOn-horseTechmquesｏｎ“PhysicalAmplitude,,ofPost-night
verticalimpmseonthehmse(HayandReid)8),yielded

(７＝-0.31)(6thlevel),whichtogetherdeterminethe

asigniHcantcondationcoefIicientmeachcasewith

angularmomentumattakeoHmmthehmlse,yielded

thejudges，Ｓｃ０１℃．

asigmhcantcondationcoef6cientwiththejudges，SCCI℃

Thehorizontaldisplacementofpost-flightwas

onlyfbrthelattervanable

signihcantlycondatedwitllthejudges，SooⅡ巴asⅡ℃ported
eaｴlier・SubseqUentanalysiSofthetimeofpost-UightC

['七mDothesistwo］

＝0.37)andthehorizontalvelocityattakeo征fi℃mthe

RelationshipsofVerticalVelocitｙａｔＢｏａｒｄ

hmBe(r＝0.28),identihedmthe4thand5thlevelsofthe

ｔａ】KeofrwithLatterPhaseVariables

model,yieldedasignihcantcondalioncoe6Hcjentmboth

Asseeninn1blel,theveIticalvelocityattakeo征hDm

cases・Ofthetwovaliablesthatdeterminethehmizontal

theboaIdyieldedsignihcantcondationcoeB5cientswith

velocityattakeo任hmnthehoI召e,neitherthehoIizontal

theangulardisplacementofpre-flight(7＝0.47)and，

velocityattouchdownontheholBe(r＝0.25,Ｐ=0.005）

thehorizontal（「＝0.36）andvertical（ｒ＝0.74）

northechangemholizontalvelocityonthehonse(r＝‐

displacementsofCMmp１℃-night;thebodyangleat

､06)wascondatedwiththejudges，Ｓｃ､℃、

touChdownonthehorse(r＝0.49),thetimeofsupport

Theangulardisplacementofpost-flightwas

onthehorse(「＝-0.40),andtheverticalvelocityat

significantlycorrelatedwiththejudges，score,ａｓ

takeofTfromthehorse(r＝0.35);andthemaxlmum

Ⅱ℃portedeaxlier､SUbseqUentanalysisofthetimeofmight

height(7＝0.50),thehmizontaldisplacement(r＝0.34)，

(7＝0.37),theavemgemomentofineItiaofthegymnast

andthetimeofpost-flight(7＝046);andthejudges，

inpost-night(ｒ＝0.36),andthegymnast，sangular

SCO1℃．

momentumattakeofTfromthehorse(ｒ＝-0.40)，

RelationshipsofVerticalForceonHorsewith

identihedmthe4jhand5血levelsofthemodel,yieldeda

LatterPlnaseV2rh20bｕｅｓ

signihcantcondationcoefHcientwiththejudges，Ｓｃo１℃

ＡｓｓｅｅｎｍＴａｂｌｅ２,thenonnalizedaveragevertical

inallthreecases・Theanalysisoftheangular

fbｍｅｏｎｈｏⅡVseyieldedsignihcantcondationcoeE5cients

momentumattouChdownonthehorse(r＝0.08)and

withthebodyangleattouchdownonthehm召e(7＝0.39)，

thechangemangularmomentumwhnｅｏｎｔｈｅｈｏｒｓｅ

andthetimeofsuppolt(7＝-0.52),theverticalimpulse

Tablel

TabIe2

Zem-omercoITeI誠ionsoftheverticalveIoci〃(Vv)attakeofWTomtheboard

Zcrひordercon℃IationSofthcnomhalizedaverageverticaIfbIce(ﾉﾛﾚ)onhorsc
withtheearli廓andthelaterphaSevanabIesoftlueHechtvauIt

withthcIatterphasevariablesoftheHechIvnult

CorreImtIons
VarIulbles

VertimlVelocityaqBoamTO(mS.!〕

Ｐ｢e-nigMphase
Angulardisplacement(deg）
HorizontaldisplacementofCM(、）
VcrticaldispIacementofCM(、）

Ｖａｎ２ｈｌｅｓ

NomnalizedAverageVertIcalFo症eonHomc

0.36城

3.28±０．１９

54.00±８００

0.47中ｏ

0.28●◆

１．３０士0.22

0.36“

０．３７鉢

0.47±０７７

0.74“

037＄●

Prc-f1ightphase
Angmlardisplacement(degO
HorizomaldispIaccmentofCM(､）
VerticaIdispIacementcfCM(、）

Fr

Ｍｅａｍ±Ｓ、

Scoup

157士０.ZＺ

0.51★古

54.00±8.00

0.42鉢

0.28の＊

1.30±0.22

0.49●中

0.37●＊

０．４７±０．７７

0.46●と

0.37●＊

On-hoIsephasc

0.44*＊

0.46◆＊

0.37*中

●*P＜0.001.ＣＭ,centにofma9g;TDDtouchdownBTQtakeo価

ＮＯＴＥ:ＴｈｅmaximumheightofCMofpost-fUghtwascalculatedusingtIueverticalvelocityattakeofT

Post-flightphase
MaximumheightofCM(、）
HorizontaIdiSPlaCementofCM(､）
Timcofflight(S）
Angulardisplacement(deg）

２．３３±０．１１

０．５０●●

0.36●＊

３．４４士0.42

０３５●巾

0.44●中

０．７４土0.05

0.48●＊

0.37●巾

-67.00±皿.0０

－０４７●＊

-052●中

fmmtheho…．

＊●Ｐ＜0.001.ＣＭ,centreofmaSS;Ｔ、,touchdown5TO,takeoll

-45-

。●●●■●

０．３４鉢

0.74土００５

●●●●▲中

3.44±0.42

0.87±０．３０
２．２０土0.35
-0.,9土0.02

中中中本中●

０．３６℃中

0.16±0.oz
55.00土19.00

の空口外の２ヶ、ｃｃ（Ｕ

0.50＄中

178.00±9.00

のＪ△丹▲ｑ■弓のＪ幻苛

２．３３±0.11

BodymgleatTD(deg）
Timeofsupport（３）
VerticalimpuIse(Ns）
Changeofverticalvelocity(ｍ５．１）
VerticaIvclocityatTO(ｍｓ．!）
Non､alizcdangularmomentumatTO(s-I）

０，０００⑩

0.38本●

』

-044Ｗ

Ｏ」5巾中

①

0.32本●

-0.40$中

●●●●⑪■

0.41中心

０．１６±００２
２．２０±0.35

178.00±９．００

ｎＵｎｕｎＵｎＵｎ》、Ｕ

Timeofflight(S）

ＣＯ『Telations

Scoに

。シ『坐へ二ケｏ⑥、へ４
つユベゴｏシｏ夕△ｑ『Ｊ

Post-nightphase
MaximumheigbtofＣＭ(、）
HorizontaIdispIacementofCM(、）

Vv

と●中中中中
●◇●●●◆

On-ho届ephase
BodyangIeatTD(deg）
Timeofsuppon(s）
Ｖｅ｢ticalvelocityatTO(ｍ５．１）

Ｍcan±Ｓ、
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exerted(r＝0.92),andthechangeofverticalvelocityon

momentumattakeoぽhDmtheho【召eyieldedsignihcant

thehoI1se(7＝0.96);theverticalvelOcitW＝0.48)and

coITelationCoefficientswiththenormalizedaverage

thenonnalizedangularmomentumattakeo征hDmthe

verticalfbrceexertedonthehorse(7＝-0.32)andthe

horse(7＝-0.32);themmmumheight(r＝0.50),the

changesoftheveIticalvelocitW=-0.31)andtheangular

hmizontaldisplacement(｢＝0.35),thedumtionoftime(７

momentumonthehorse(ｒ＝0.41);theangular

＝0.48),andtheangulardisPlacementofpostPDight(r＝

displacement(７＝0.92)andtheaveragemomentof

-0.47);andthejudges，Ｓｃ０１℃・

mertiaofpost-flight(7-0.55);andthejudges，score．

ＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓｏｆＶｅＩｏｃｉｔｉｅｓａｍｌＡｎｇｕｌａｒ
Ｍ⑪mentumatHorsetakeoffwithLatterPhase

Discussim1s

ToclarifythesuccessMtechniquesofcontinuous

Variables

TYlehoIizontalvelocityattakeoHhUmtheholge(4.65

vaults,themethodofthedeterministicmodeland

ｍｇ-1±0.45)yieldedasignificantcondationcoe価cient

correlationalanalysiswereusedinprevious

withthehoIizontaldisplacementofCMmpost-flight

studyl3),14),15),'6),17),21)．Inthisstudy,samemethodwas

(r＝0.82,Ｐ<0.001)andthejudges，SCOn℃(r＝0.28,Ｐ＜

usedtoconhnnthesuccessfmteChniquesoftheHecht

0.001).ThesecondationsindicatedthatthegI℃aterthe

vault(countemUtationvault)．

homontalvelocityattakeo征hmthehoI1se,thegreater

【1町pothesisone】

thehonzontalCUstancetraveledbyCMmpost-flight

Accordingtotheresultsofthepresentstudy,the
colTelationsbetween3rdand4thlevelvmablesofthe

andthehigherthescoI℃awaldedbythejudges、
Asseenmnble3,theveIticalveIocityattakeo任hDm

modelandjudge，scoreindicatedthatthehigherthe

thehoI1seyieldedsi厚】ihcantcondamncoe価Cie､tswith

SCCI℃awaldedbythejudges,thegI℃aterthemamnum

thetimeofsuppoIt(r＝-0.51),theverticalfbme(r＝0.48）

heightofbodyCMmpostPUight,thelongerthetimeof

andverticalimpulseexerted(7＝0.39),andthechanges

postmight,theglcaterthehomontaldistancetraveled

ofvermcalvelocity(r＝0.40)andangularmomentum(７

bybodyCMmpostPUight,andtheg１℃aterthedeg１℃eof

＝-0.34)onthehoIBe;themammumheight(r＝0.82)，

backwardbodymtationmpost-night、
n1ecoｎ℃lationbetween5mand6hlevelvaxiablesof

theholizontaldisplacement(7＝0.64),andthetimeof

themodelandjudges，Ｓｃo定mdicatedtllattheg1℃ater

post-night(r＝0.95);andthejudges，SCCI℃・
ＡｓｓｅｅｎｉｎＴａｂｌｅ４，thenormalizedangular

theverticalvelocityattakeo征hmthehoINse,thehigher
Table4

Table３

Zero-oIde｢ＣＯ『TelationsofthevcnicalveIocity(Vv)attakeofTfiomtheho応ewiththe
earlierandthelate『phBsevaliabIeSoftheHechtvault

Zerひordcrco『TelationsofthevenicalveIocity(Vv)attakeofTfiomthehorsewithOhe
earlierandthelaterphasevariabIesoftheHechtvauIt

ＣＯ｢Telations
VariableS

VerticalVelocityatHom8eTO(､８．１）
On-boamphase
VeUticalvdoci勺ａｔＴＯ(ms･I）
On-horsephase
Timeofsuppo抗(s）
NonnalmcdaWmgCVCrtiCalfbU℃ｅ・
VeUticaIimpuIseOls）
Changcofvcrticalvclocity(mごＩ）
ChangeofnonmaIizedangularmomentum(３１）
PoSt-ni帥tphase
MaximumheidItofCM(､）
Ｈor蛇onmldisplacementofCM(､）
Timeoffliゆt(s）

．｡Ｐ＜0.00ＬＴＤ,takeofYiCM,centmeofmass．

Ｍｅ２ｎ士ＳＤ

Vv

ＣＯ両eIations
Variables

Sco”

VerticalVelodtyatHo両ｅＴＯ(ms．!）

2.20±０３５0.38台★

３．２８±０．１１0.35鉢0.366●

０.】６±００２

-0.51●中

-0.44●｡

１．５７±0.22

0.48●＊

0.51＊ｏ

55.00±11.00

0.31●巾

Ｏ４３中中

0.87±0.30

0.40*＊

046*●

-0.43±００３

-0.34●＊

0.31巾●

2.33±０．１１

0.82●◆

0.36本●

３．４４±0.42

0.“中中

0.44鉢

0.74±0.05

0.,5*●

0.37*●

On-boardphaSe
Ve『tiCaIveIocityatTO〔mS･I）

On-horscphasc
TimcofSupport(s）
Nonnal瞳ｅｄａｖ町ageverticaMb“e
VeTticaIimpuISe(NS）
Ch3ngeofwticaIvelocity(ms･'）
ChangeofnonnaIizedangularmomentum(３１）

Ｍcan±Ｓ、

VvScoに

220士０ｺ５０．３８台★

3.28土０１９0.35*▲0.36＄◆

０．１６士0.02

､0.51●＊

１．５７±０．２２

0.48●＊

0.5】中中

５５．00±11.00

0.31◆＊

-0.44*●

0.43*●

0.87±0.30

0.40●＊

0.45鉢

-0.43±0.03

-0.34鉢

0.31本の

2.33±0.11

0.82●＊

0.36*●

3.44±0.42

0.“中中

0.44*●

0.74±0.05

0.95心中

0.37*な

PoSt-nightphase

MaximumbeightofＣＭ(､）
HoTimntaldispIacementofCM(、）
Timeofflidlt(３）

ＣＯＰ＜0.00ＬＴＤ,takeofYiCM,centTeofmass、

－４６－

TheHechtVault:Pre-nightandOn-horseTechniquesｏｎ“PhysicalAmplitude，，ofPost-flight

thesco１℃awardedbythejudgesoSmcethedifIbrences

condationsbetween6thlevelvanablesofthemodeland

inthegymnasts,physiquesmayhavebeena

judges，ＳＣＯ配mdicatedthatthegI℃aterthechangein

confbundingfhctormtheanalysisoftheldativeheight

theangularmomentumwhileonthehomBe,thehigher

oftakeofI;thatis,theheightofthecent１℃ofmassat

thesco１℃awardedbythejudges・

takeo征hDmthehmlseIdativetoitsheightattouchdown

Asconcernstohypothesesone,thecorrelation

onthelandingmat,partialcondationswerecomputed

coefYicientsbetweenthemechanicalvariablesofthe

withtheeHbctofthesuhjecﾋﾟSstandingheight配moved、

modelandjudges'score,thehigherjudges，ＳＣＣＩ℃swe１℃

However,theresultsoftheldativeheightoftakeo圧(ｒ

negativelyrelatedtothetimeofsupportonthehorse

＝-001,Ｐ＝097),theheightofcentI℃ofmassattakeoiT

andpositivelyIdatedto(a)theverticalimpulseexerted

fiomthehorse(７＝0.22,Ｐ＝0.01),andtheheightof

andthechangeinverticalvelocityandangular

cent1℃ofmassattouChdownonthemat(7＝0.20,Ｐ＝

momentumwhileonthehoIBe,(b)theholizontaland

0.03)withthejudges，Ｓｃ０１℃weIcneaIlyidenticaltothe

velticalvelocitiesandtheangularmomentumattakeofF

zero-ordercorrelation，asseeninFigure4The

fTomthehorse,ａｎｄ(c)ｍｍｎｍｕｍｈｅｉｇｈｔｏｆＣＭ,the

condationbetween6thlevelvariablesofthemodeland

horizontaldisplacementofCM，theangular

judges，scoremdicatedthattllegreaterthechangein

CUsplacementofbodymtation,theaveragemomentof

theverticalvelocityｗｍｅｏｎｔｈｅｈｏｍｓｅ,thehigherthe

mertia,andthedurationofpost-Uight．

scoI℃awardedbythejudges・AsfbrthevaIiablesthat

[1町pothesislwo］

deternnnethechangemtheverticalvelocityonthe

VerticalVelocityatBoardtalKeoH

hoIBe,theverticalimpulseonthehorse,identifiedin

AccordingtotheI℃sultsofthepI℃sentstudy,ａlarge

the7thlevelofthemodelmFiguM,yieldedasigmihcant

verticalvelocityattakeo6FmmtheboaIdisimportant

condationcoe缶cient(｢＝0.43)withthejudges，SCO正．

machievingalaxgeverticalvelocityattakeo征hmtlle

niscoｎ℃lationindicatedthatthegreaterthevertical

horseandsubsequentgI℃atheight,largeholizontal

impUlseegmertedwhileonthehoIse,thehigherthescoI℃

distance,andlongdurationofpost-Uightand,theⅡ巴伽℃，

awardedbythejudges・Thecorrelationsbetween8th

great``amplitudeofpost-night.，，Furthemlore,this

levelvanablesofthemodelandjudges，scoMndicated

vaxiablehadsignihcantpositivecondationswiththe

thatthehigherthesco１℃awardedbythejudges,the

hoIizontalandverticaldisPlacementsofbodyCMand

shorterthetimeofhandsupportonthehollseandthe

theangulardisplacementofprenight,ａｓｗｅＵａｓ,the

g1℃aterthenormalizedaverageverticalfbrceexerted

bodyangleattouchdownonthehorse・mismdicated

whneonthehoIge

thatalargeverticalvelocityattakeofHiDmtheboaId

ThecolT℃lationsbetween4mand5山levelvanablesof

isimportantmachievinglargehoIizontalandvertical

themodelandjudges，SCCI℃mdicatedthatthehigher

distancestmveledbybodyCMandlaｴgefbrwaIdbody

thescoreawardedbythejudges,thelargerthe

Mationmp１℃-fIightandresultinghighbodyangleat

hoIizontalvelocityattakeofrfromthehorseandthe

touchdownontheholvseand,theⅡ℃fDI℃,laIge"amPlitude

longerthetimeofpost-night・ITIecondationsbetween

ofpI℃-night，，fbrwhiChbonuspointsareawaｴdedonly

4mand5thlevelvanablesofthemodelandjudges，SCO１℃

fbrthevaultsofcounter-mtationcategoIy(ⅢG,1989)2)．

indicatedthatthehigherthescoreawardedbythe

Ｔｂｓｕｍｍａｎｚｅ,largeverticalvelocityattakeofHi℃m

judges,thelongerthetimeofpost-flight,thegreater

theboardisanimpoltantvanableinachievinglarge

theaveragesomeIsaultingmomentofmertiampost‐

amPlitudeofp亜-andpost-flights,highbodyangleat

night,andthegreaterthebackwardsomersaulting

hoI1secontact,andhighjudges,SCO1℃s、

angularmomentumattakeofTfromthehorse・Ｔｈｅ
－４７－
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Ｖｃ胚ticaUmmeomHmseamlPosbmi副mtPbEfDmnance

attainedbyCMandthedegreeofbackwardbody

Thenorma1izedaverageverticalfbmeonthehorse

rotationinpost-flight;ａｎｄ(d)thehigherthescore

was,tooursumise,significantlycondatedwiththe

awardedbythejudges・FYDmtheseI℃sults,itisclear

vaIiablesthataI℃1℃latedto`ThysicalamplitudeofpIe

thatWhnethehighbodyangleattouchdownonthe

night?，(homontal,veItical,andangulardisplacements

horseisaconseqUenceoflargeamPlitudeofpIemight，

offlight),asseenmTable2,Theseresultsindicated

itisimportantinachievingsuccessfmon-horse

thatthegreatertheupwardverticalreactionfbrce

pelfbmnanceandlargeamplitudeofposMight・

exertedbytheholNseonthegymnast,thegreaterthe

Thenormalizedaverageverticalfbrｃｅｏｎｈｏｒｓｅｗａｓ

degreeoffbrwardbodyMationmpre-flightandthe

alsosignihcanUycondatedwiththeonPh皿冒evaIiables

gI℃aterthehoIizontalandverticaldistancestraveled

ｔｈａｔｐｌａｙａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｍａｘｉｍizingthe

bybodyCMmpre-night､ItisnotclearWhetheralarge

amplitudeofpost-Dight,thatis,largeverticalimpulse

verticalreactionfbrceexertedonthehorseisa

andlargechangemtheverticalvelocityWhneonthe

consequenceofthesethI℃epIMightvanablesordue

horse,asweUaslargeverticalvelocityandnonna1ized

tootherfactorsthatgovernsuccessfmpelfbrmance

angularmomentumattake０㎡hmnthehomse・Ｍｏ[℃over，

hrthemnore,itisnotcertainWhetherthehighbody

thisvariablehadsignificantcorrelationswiththe

angleattouchdownisthebodypositionnecessaryto

mammumheight,holizontaldisplacement,time,and

enabletheapPlicationofalargeaverageverticalfDme

angulardisplacementofpost-night・ThesefindingS，

mabnefpeliodoftimetoefIbctsuccessfmon-horse

thus,mdicatedthatalmgenonnalizedaveragevemcal

perfbrmance・However，itiscertainthatwhen

fbmeexeltedonhoIgeisimportantmachievinggreat

contactingthehmlsewitllhighbodyangle,thegymnast

height,largehomontaldistancetmveledbyＣＭ,large

wouldhavetoexertalargeverticalfbrceinabnef

backwardbodyxutation,andlongdumtionofpostPmid】ｔ

duratiｏｎｔｏｐ亜ventfhrtherrotationandsubsequent

and，therefbre，great“amplitudeofpost-flight.'，

accidentalbodyturnover,ａｎｄｑｕicklyreversethe

MeChanicaUyspeaking,ifanelseiseqUal,the９１℃ater

di１℃ctionofbodymtationWhneonthehoIYse

theaverageverticalfb1℃eexertedwhileonthehoIBe，

ltisworthnotingthatthebodyangleattouchdown

the９１℃atertheverticalimpulseegmerte｡;the91℃aterthe

onthehoIBeyieldedsignihcantcondationcoe缶cients

verticalimpulseexertedwhneonthehoI召e,the印℃ater

(P<０.OO1mallcases)withthehomontal(r＝0.62)and

thechangeintheverticalvelocityonthehorseand，

vertical(7＝0.81)displacementsofCM,andthechange

thus,thegreatertheverticalvelocityattakeofrfi℃m

ofbodyangle(r＝0.89)mpIMi9ht;theverticalimpulse

thehoE1se;andtheg１℃atertheverticalvelocityattakeo征

(r＝0.45)andtheChangeofofverticalvelocity(r＝0.47）

fromthehorse,thegI℃aterthemaximumheight,the

onthehorse;andthema】dmumheightofCM(7＝0.49）

holizontaldistance,andtheduraljonofposMightand，

andthechangeofbodyangle(7＝-083)mpost-flight；

therefbre，ｔｈｅｅａｓｉｅｒｉｔｉｓｔｏｄｉｓｐｌａｙ“fbrm,,and

andthejudges，score(r＝0.32)Thesecorrelations

simultaneouslypI℃paI℃fbrlandingonthemat・

indicatedthatthehigherthebodyangleattouchdown

WithregaIdtotheangularvanables,theaverage

onthehoxlse,(a)the91℃aterthehmizontalandvertical

verticalfb1℃eonholBewassignihcantlycondatedwith

distancestraveledbyCMandthedegreeoffbrward

thenoImalizedangularmomentumattakeoHnUmthe

bodyrotationmpre-Uight(andthus,thegreaterthe

horse,theangulardisplacementofpost-night,andthe

"amphtudeofpre-flight，,);(b)thegreaterthevertical

judges，ＳＣＯ1℃(nble2).nlis1℃sultmdicatedthatalarge

impulseexeXtedandthechangeofvelticalvelocitywhile

noImalizedaverageverticalfbrceexertedｗｈｉｌｅｏｎｔｈｅ

onthehorse;(c)thegreaterthemaximumheight

ｈｏｒｓｅｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎａｃhievinglargenormalized

－４８－
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baCkwardangularmomentumattakeo鉦hDmthehoIse，

substantialbackwardangularmomentumand

largeangulardistanceofbackwardbodyrotationm

resulting"qUick?，reversalofbodyrotationonhorse

postPnight,andhighsco1℃sawardedbythejudges

bringsaboutbeneficialoutcometothepost-flight

lnthislight,itisinte1℃stmgtonotethatallsUhjects

peIfbrmance､Itaidsthegymnastnotonlytoprevent

mthep1℃sentstudykepttheirbodyCMpostexiorand

accidentalbodyturnoverandaUoｗａｎ１ｍｐＩ℃ss1veon-

superiortothepomtofhandcontactthroughoutthe

hollseIcveIBalofmtationhDmthebodyanglemeKcess

onhm君ePhase(Figure3).AsdiscussedpI℃viouSly,the

oftherequired20oabovethehoxizontal,butalsoto

largeupwardverticalreactionfbrceexeItedonthe

achievelaZgebackwardbodymtation,91℃atmamqum

subjectbythehorsecausedalargeincreaseinthe

heightofbodyCM,andlongdurationofpost-fIightfbr

verticalvelocitywhileonthehorse・However,this

whichbonuspointsareawarded・Inshort,large

verticalreactionfbmesimultaneouslytendsto１℃duce

nonnalizedaverageverticalfbmeexertedwhileonthe

thesuhjecﾋﾟsfbrwardangularmomentumwhemasthe

hoI1seisanimportantvariableof"causalinnuence"m

backwardhmizontallDactionfbmetendstoincⅡ巴asethis

achievingnotonlythegI℃atamPlitudeofpostnightbut

quantityduringtheon-horsephase(Figure3).Inthe

alsosuccessandsafbtymthepeIfmnanceofthe`tislq/，

presentsample,ansUbjectsnotonlydecreasedthe

on-horserevexNsalofbodyrotationtoavoidaso七aUed

fbrwardangularmomentumtozerobymｅａｎｓｏｆ

`T1ead-fｪ１５t"landingandpossiblespinalinjury・

`Uocking,butalsogenerated``sUbstantiar，backward

VCmPticalVdocityandAngu1arMomemntumatHoⅡちe

angularmomentumbypushing-o征thehmBetoIUveI1se

talKeomf

thedi１℃ctionofbodymtationwhUeonIhehmBe・Inf白ct，

Asdiscussedearlier,thelargeverticalvelocityat

the25highestPscoIingvaultsoutofl２２Hechtanalyzed

takeofTfromthehorsewasduetoalargevertical

mthepI℃sentsamplehadsimilarnonnalizedfbrward

impulse(characterizedashighmfbrceandbriefin

angularmomentumattouchdownonthehmlse,ｇｘ℃ater

duration)exeltedandsubsequentlargeChangeofthe

changeofthisqUantityWhneonthehmse(オー3.58,Ｐ＜

verticalvelocitywhneonthehoIsemrthermoI℃,the

0.001）andgreaternormalizedbackwardangular

1℃sultalsoshowedthatla1geverticalvelocjtyattakeo征

momentumattakeo缶mmthehoINse(t＝304,Ｐ<0.005)，

n℃mthehonseisimportantmachievinggreatheight，

compaZ℃dto251owest-scoIingvaults・

largeholizontaldistance,andlongdurationofpost‐

AlargegainofvertjcalvelocityonthehoZ1seisalways

night,These正sultsaremaccoldwiththemechanical

achievedattheexpenseoflargereductionofboththe

relationshipthat,ifallelseisequal,the９１℃aterthe

hoIizontalvelocityandangularmomentum(Takei17)，

verticalimpulseexertedonthehorse,thegI℃aterthe

TakeiemJ､'9)).Therefb1℃,inthecontinuousrotation

changeofverticalvelocityonthehorse(impulse‐

vaultssuchasthehandspnngandsaltofbrward，

momentumrelationship);thegreatertheChangeof

maximizmgtheverticalvelocityattakeofTfromthe

verticalvelocityonthehollse,thegreaterthevertical

hmlsetendstodec1℃asethehwardangularmomentum

velocityattakeoH仕omthehoIYSe;andthegreaterthe

ontheholseandfbrwardsomelgaultinｇｐｏｔｅｎｔｉａｌｍ

verticalvelocityattakeofHiDmthehorse,the９１℃ater

ｐｏｓｔ－Ｈｉｇｈｔａｎｄｔｈｕｓｉｎcreasesthedangerof

themammmheightofpostPDight,theIongerthetime

encounteIinginsuHicientfbrwardbodyrotationprlor

ofpost-night,andthelaIgerthehmizontaldistanceof

tolandingonthemat､Inthecounte藍mtationvaults

post-Uight,ａｎｄthus,thebettertheoveraUoutcomeof

suchastheHecht,however,largegainofthevertical

thevault・Althoughtheverticalvelocityattakeo征ｍｍ

velocityandsimultaneouschangeinthefbrward

ｔｈｅｈｏｌｖｓｅｉｓａｎ"eHbct?，ortheoutcomeofpeIfbrmance

angularmomentum,ｌａｒｇｅｅｎｏｕｇｈｔｏｇｅｎｅｒａｔｅａ

ofthebloclnngandpuShingo征thehoI召epIiortotakeoH；

－４９－

京都体育学研究第１８巻平成１４年５月

itplaysanimportantmlemachievinggI℃atamplitude

horse,thegI℃aterthebackwaｴdangularmomentum

ofposMi獣】tandbodycontmlfbrdisplayof`Ybnn"and

attakeo任mmthehmlSe;andtheg１℃aterthebackwaId
angularmomentumattakeoH;thegz℃aterthedeg１℃e

successM1andingonthemat・
A1thoughitwasnot１℃portedmthe１℃sultssection，

ofbackwa1dbodymtationmposMightorthegx℃ater

thenommalizedangularmomentumattakeo征hDmthe

thedeg1℃eofbodyextensionthegymnastcanafImdto

hoⅡ1sewas,tooursuｴTmse,signihcantlycondatedwith

displaythmughoutthecounseofpost-fIightan。thus，

thevaIiablesthataICassociatedwiththeamplitudeof

theeasieritistocontmlthedelicateintemlaybetween

IDⅢ℃-night,asseenmTable4・These１℃Sults,thus,ｍｅant

(a)thedeg1℃eofbodyextension１℃qui1℃dfbrmmmum

thattheg１℃aterthebackwardsomersaultingangular

displayof``Hecht"orfUllyextended`Yish-1ike,,body

momentumattakeoirn℃mthehollse,thegreaterthe

positionfbrbonuspointsand(b)thedeg1℃eofbackwaxd

degreeoffbrwardbodyrOtationmpleUightandthe

bodymtationnecessalytoeHbctsuccessfmlandingon

greaterthehorizontalandverticaldistancestraveled

themat．

byCMmprenight,ItisnotcertainWhetheralarge
backwaIdsomeIgaultingangularmomentumattakeo任

ConChsiOHns

Basedonthel巴sultsofthepI℃sentstudylthefbllowing

mmthehmlseisaconseqUenceoftheseth1℃epⅡsUight
mechanicalvmiablesorduetootherfactoI召thatgovem

conclusionsweredmwn、

successfillon-horseperfblTnance・Nonetheless,the

Asconcemstohypothesesone：

resultgaveaclearnotionthatthegymnastswho

l1hemammumheightofbodyCM,thehonzontal

receivedhi血SCCI℃sdisplayedlargeamplitudeofm℃‐

displacementofCM,theangulardisplacementof

night,contactedthehm召eｗithhighbodyangle,“emted

backwaIdbodymtation,andthetimeofpost-flight

alargedownwardverticalfbrcewhileblockingand

WhiChtogetherdetenninethemphysicalamPlitude11

pushingo匠thehmBe,anddepaxtedhUmthehmlsewith

ofpostUightaｴ℃importantdetemlinantsofsuccess

laIgebackwardangularmomentumtoeHbctsuccessfm

oftheHechtvault・

Asconcemstohypothesestwo：

peIfDnnance・

Ｔｈｅlargebackwardsomersaultingangular

2.TY1ela1geverticalvelocityattakeofHmmtheboaId

momentumattakeofrfiDmthehorsewasfbundtobe

isanimpoItantvaliablemachievingsuccessfhlpostP

mmcofaconseqUenceoflalgeupwardvertical１℃action

UightpeIfbmnance,butalsocrucialmachievinglaIge

fbmeexertedonthegymnastbytheholBe(FYgu1℃３）

amplitudeofpI℃-flightfbrwhichbonuspointsaI℃

andsubsequentlaIgeChangeoftheangularmomentum

awaIdedfbrtheHechtvault、

whUeontheholgelnaddition,the１℃sultshowedthat

3.nlelaⅡgenonnalizedavelageverticalfbmeexerted

thelargenormalizedangularmomentumattakeofT

whileonthehorseisanimportantvariablein

fiUmthehoI1seisimportantmaChievinglaIgeangular

achievinglaIgechangesmtheverticalvelocityand

distanceofbackwardbodyrotationandgreatbody

angularmomentumonhoIse,1a1geverticalvelocity

extensionmposMi獣】t・These1℃su]tsaZ℃againmaccoId

andlargebackwardsomersaultingangular

witllthemechanicahdationshipthat,ifanelseiseqUal，

momentumattakeofHiPomthehorse,andlarge

thegr℃atertheupwardvelticaｎ℃actionfbmeand,thus，

amplitudeofpostPflight、

the１℃actiontomUeexertedonthegymnast,tllegI℃ater

4.Ihelaｴgeholizontalandverticalvelocitiesattakeo狂

thechangeoftheangularmomentumwhneonthehmlse

fiPomthehorsea1℃importantmachievingalarge

(angularimpulse-angularmomentumldationship);the

hoIizontaldistanceofpost-flight・Inaddition,the

greaterthechangeoftheangularmomentumonthe

largeverticalvelocityattakeofrisimportantin

－５０－
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１．

平成13年度事業報告

(１） 学会の開催

第131回学会、総会（2002／３／16、京都光華女子大学、参加60名）
一般研究発表21題、特別講演１題

く特別講演＞生涯体育とその実践活動万井正人（京都大学名誉教授）
＜一般演題＞

１．クロールのプル後半動作筋力が泳力に及ぼす影響について

岡田寛（京都府立西城陽高校)、寺田光世（京都教育大学）
２．四肢の運動量からみたランニングのメカニズム

石原靖彦、野原弘嗣（京都教育大学）
３．トルクからみた蹴上り

金尚憲（高の原スポーツ研究所）
４．大伸身跳び－１９９５年世界体操選手権大会からの考察一
野原弘嗣（京都教育大学)、山下謙智（京都工芸繊維大学)、武井義明（北イリノイ大学）

５．骨折にともなう筋線維の形態的・酵素化学的変化

矢澤真幸、橋本健志、山崎先也、田口貞善（京都大学）
６．心筋梗塞に対する心筋および骨格筋の乳酸輸送担体の発現の変化

橋本健志、矢澤真幸、増田慎也、米田祐子、山崎先也、田口貞善（京都大学）
７．遅発性筋痛における静的ストレッチングの効果

山浦可奈子、森谷敏夫（京都大学）
８．筋音図、筋電図に見られる筋温度低下時の神経・筋伝達機構及び筋収縮特`性の変化
木村哲也、浜田拓、上野リンダ正子、森谷敏夫（京都大学）

９．球技経験がキー押しとサッケード眼球運動による周辺視野反応時間に与える影響
國部雅大、安藤創一、来田宣幸、小田伸午（京都大学）

１０.運動時の体温調節反応に及ぼすフェンシングユニフォームの影響
新矢博美（京都女子大学)、芳田哲也（京都工芸繊維大学)、中井誠一（京都女子大学）
１１．心拍数からみた大文字山登山の運動強度

中井誠一（京都女子大学)、小田伸午（京都大学)、新矢博美（京都女子大学)、
芳田哲也（京都工芸繊維大学）

１２.心拍数から１日の消費エネルギー量を算出する問題点の検討
芳田哲也（京都工芸繊維大学)、中井誠一、新矢博美（京都女子大学）
１３．これからのバレーボールメソッドー夙川学院短期大学公開セミナーより－

藤島みち（夙川学院短期大学）
１４.観戦者からみたバスケットボールリーグの経営課題（１）－観戦者特,性に焦点をあてて－
中比呂志（京都教育大学)、穂積豊（朱雀高校)、山中博史（滋賀女子短期大学)、
沼田宏文（松下電器）
－５３－
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15.観戦者からみたバスケットボールリーグの経営課題（２）－観戦者のリーグ運営に対する意識一

穂積豊（朱雀高校)、中比呂志（京都教育大学)、山中博史（滋賀賀女子短期大学)、
沼田宏文（松下電器）

16.公共スポーツ施設における初期利用者の定着化に関する研究一施設サービスに対する期待に着目して－

清田美絵（京都府体育協会)、中比呂志（京都教育大学）
17.運動療法においてコンブライアンス良好な症例について
浜崎博、青戸公一（京都薬科大学)、赤瀧知里（京都市立芸術大学)、下村雅昭（京都女子大学）
１８.大学ウエイトリフターの競技力と筋力左右差の推移

伊坂忠夫（立命館大学)、和田匡史（徳島文理大学）
１９.女性スポーツ界の祖A1iceMillionMilliat（1884～1957）の業績
岡尾惠市（立命館大学）

２０.エアロビクスダンスおよびステップエクササイズにおける心理的、生理的応答
井上恵子（立命館大学）
２１.大学生のスポーツ活動が食生活と骨密度に与える影響
大西晴子、井上文夫（京都教育大学）
（２）講演会の開催

１）2001／12／7、京都大学、参加者50名

演題：人間は何故スポーツに魅せられるか～東洋観と西洋観～

演者：PmfHerbertPlutschowPhD、EastAsianLanguage＆Cultu1℃s,ＵＣＬＡ
司会：田口貞善（京都大学）

２）2002／3／9、みやこめつせ、学会員参加者20名（京都市と共催、一般市民250名参加）
演題：『京都の健康と運動セミナー」
・記録を上げる体重．下げる体重、小野伸一郎（舞鶴工業高等専門学校）

・京に見る健康散歩道（その2）－大文字山の健康登山一、小田伸午（京都大学）

・体重を変える知恵と運動一内科の最前線から－、古田俊秀（京都府立医科大学）
（３）専門分科会の活動

各専門分科会の世話人から書面で報告【別紙１】

発育発達、運動生理、バイオメカニクス、体育社会・心理、体育指導、体育原理・体育史、
体育経営管理
（４）理事会の開催

１）2001／６／29、京都大学
議題：１）１３年度京都体育学会開催について
２）１３年度学術シンポジウム企画について

３）１３年度京都市との共催事業について
２）2001／12／7、京都大学
議題：１）１３年度学術シンポジウム企画について

２）１３年度京都市との共催事業について
３）１３年度京都体育学会開催について
－５４－
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3）2002／２／28、京都大学

議題:平成13年度事業および決算報告､会計監査報告､平成13年度事業計画および予算案､会員動向、
総会の議案等

（５）学会誌（第17巻）の発行の件

2．平成13年度決算報告【別紙２】
3．会計監査報告
4．平成14年度事業計画
l） 第132回学会（総会）大谷大学

2） シンポジウム
3） 京都体育学研究第18巻の発行（平成14年５月発行予定）

4） 専門分科会の活動
各専門分科会の世話人から発信

5．平成14年度予算【別紙３】
6．その他
1）会員の動向
2001／３／17現在

296名（京都体育学会のみ16名）

2002／３／16現在

268名（京都体育学会のみ18名）

京都体育学会役員選挙結果
(任期：平成14年４月１日～平成16年３月３１日）
会長：田口

貞善（京都大学）

副会長：中村

榮太郎（京都大学)、野原

理事：伊坂

忠夫（立命館大学）

大山

弘嗣（京都教育大学）
会計・渉外

肇（京都外国語大学）

岡尾

恵市（立命館大学）

小田

伸午（京都大学）

小島

広政（京都産業大学）

寺田

光世（京都教育大学）

理事長

中井

誠一（京都女子大学）

庶務

長谷川

豪志（京都産業大学）

会計
－５５－
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謙敏

田下谷

事

監

藤山森

登

智（京都工芸繊維大学）

夫（京都大学)、芳田哲也（京都工芸繊維大学）

京都体育学研究編集委員小田伸午(委員長)、伊坂忠夫(副委員長)、中比呂志(副委員長)、芳田哲也(事務局)、
石倉忠夫、岡尾恵市、中村榮太郎、浜崎博、森谷敏夫、野村照夫、山下謙智、
米田祐子、和田尚

事務局、庶務関係連絡先のお知らせ
京都体育学会事務局：〒612-0863京都市伏見区深草藤森１

京都教育大学寺田光世研究室
TELO75-644-8288FAXO75-645-1734（事務室）
E-mail：teradaqqd□/ひu・acjp
庶務関係連絡先：〒605-8501京都市東山区今熊野日吉町３５

京都女子大学家政学部食物栄養学科中井誠

研究室

TELO75-531-7272FYlXO75-531-7170

E-mail:nakaiseqWoto-wuacjp

事務局からのお願い
※会費の納入について
日本体育学会会員は10,000円(京都体育学会会費2000円を含む）を日本体育学会事務局へ納入して下さい｡新
会員の方は自動振込手続きをとって下さい｡京都体育学会だけに所属する会員は､2000円を下記の口座に納入し
て下さい（学生会員は1000円)。

郵便振替口座番号：01070-7-23829、加入者名：京都体育学会

なお、日本体育学会及び京都体育学会会員になるための手続き書類は､学会庶濫にありますので､庶務理事の
中井まで連絡して下さい。会員の所属、住所（電話）などに変更が生じた場合も、中井まで連絡して下さい。
〒605-8501京都市東山区今熊野日吉町３５

京都女子大学家政学部食物栄養学科中井誠一研究室
TELO75-531-7272FAXO75-531-7170

E-man:nakaise､lwoto-wu・acjp
-56-
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論文募集
「京都体育学研究」第19巻の論文を募集します。投稿規定・執筆要項に従って投稿して下さい。投稿は随時受
け付けております。会員皆様の投稿をお待ちしております。
論文投稿先（編集委員長）：
〒606-8501京都市左京区吉田二本松町

京都大学総合人間学部環境適応論講座
小田伸午研究室

TELO75-753-6876FYAXO75-753-6734（事務室）

E-mail:oda､life､hkyoto-u・acjp

【別紙１】専門分科会報告
1．発育発達専門分科会（世話人：小島広政）

日時：平成13年７月１４日
場所：京大会館
演題：骨成熟とスポーツ

大槻文夫（都立大名誉教授）

学生のライフスタイルと不定愁訴一男女間の比較一
小島廣政（京都産業大学）
2．運動生理専門分科会（世話人：小田伸午）
日時：平成13年12月１１日

会場：京都大学大学院人間・環境学研究科地下大講義室
演題：運動による乳酸輸送担体の発現の変化

演者：八田秀雄（東京大学）
3．バイオメカニクス専門分科会（世話人：野村照夫）

日時：平成13年３月２９日
場所：京都工芸繊維大学東２号館157教室
演題：「バイオメカニクスヘのモデル関数の適用」研究発表およびＰＣを用いた実習
４．体育社会・心理学専門分科会（世話人：横山勝彦）

日時：平成14年３月１３日

場所：同志社大学今出川校地博遠館305室

演題：実業団チームからクラブチームヘの移行に伴うコンセプトと今後の課題

演者：金哲彦（特定非営利活動法人ニッポンランナーズ）
－５７－
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5．体育指導専門分科会（世話人：浜崎博）
第54回体育指導部会
日時：平成13年11月１７日

場所：京都薬科大学健康科学教室

内容：１．京都市内の小学生から高校生までの活動量と身体組成に関する実態調査

２．今後の活動方針について（１，２については浜崎博）
３．その他

第55回体育指導部会
日時：平成14年２月１６日

場所：安田研修庵（右京区太秦）
内容：話題提供

１．高校男子の跳び箱運動授業についての研究（田尻：立命館高校）

２．卓球選手のスポーツビジョンに関する研究（増田：京都嵯峨芸大）
３．懇親会
研究発表

日本体力医学会第56回大会
日時：平成13年９月
場所：仙台

内容：「京都市内児童の平均歩数，体内脂肪率およびＢＭＩの学年別変化」（浜崎博）
6．体育経営管理専門分科会（世話人：中比呂志）
日時：平成14年４月１３日

場所：京都教育大学Ｂ棟非常勤講師控室

－５８－
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【別紙２】

平成１３年度京都体育学会会計報告平成14年３月16日現在
１.収入総額784,320円２.支出総額737,000円３.差引残高47,320円
収入の部
費目

予算額
540,000円

会費

(2,000×270）

収入額
本部より

△37,000円

98年度分２名
99年度分４名

70,000円※

00年度分９名

(2000×35）

01年度分19名

1,000円（川原書店）
］l酉
50,320円

特別会計

※

97年度分１名

432,000円
(2,000×216）

繰越金

摘要

△源
増△減

〕-３２０
50,320円

０

50,000円

50,000円

131,000円

50.000円

80,000円※

学会本部より補助金
広告協賛金※

1,000円(入会金５００

コンビ㈱50,000円

×２）

杏林書院30,000円

100,000円
合計

690,320円
､ｇ【

ｒＤｌ凸

７８４３２０円
784,320円

＿Ｏ【)０
９４，０００円

支出の部
予算額

費目
補助金合計

執行額

177,000円

246,500円

定例会

90,000円

45,000円

総会

１５，０００円

15,000円

差し引き残高

摘要

＋69,500円

内訳

(45,000×1）

特別企画

30,000円

10,000円

分科会

42,000円

42,000円

(６，０００×7）

60,000円

(３０，０００×2〉

シンポジウム
謝礼金

74,500円

会議費

1000
20,000円

17,250円

-2,750円

庶務・編集関係

事務費

Ｉ】【Ⅱ】
２００００円

30,000円

]０００１円
＋10,000円

庶務・会計関係

通信費

】００
55,000円

37,7釦円

５０肝
-17,260円

庶務・編集・会計

印刷費

410,000円

405,510円

-4,490円

学会誌（VoML7）
封筒印刷

予備費

8,320円

次年度への繰り越し
合計

690,320円

０円

-8,320円

47,320円

Ｄ吟
+47,320円

784,320円

0００
94,000円

会計担薑上一鱸繊島広鐵監査大山趣伊坂忠頓

備考：特別会計（平成１４年年３月１６日現在）3,363,836円

（3,009,867円平成１３年４月２０日買付近畿日本鉄道社債）
（353,969円平成１３年４月２３日實付ダイワＭＭＦ）
－５９－
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【別紙３】

京都体育学会平成１４年度予算
収入の部
内訳

繰越金

47,320円

会費

480,000円

補助金

50,000円

広告･協賛金等
合計

(２０００×240）
(学会本部より）

100,000円
677,320円

支出の部
内訳

補助金

177,000円
60,000

定例会

４５，０００

シンポジウム等

３０，０００

特別企画

42,000

分科会（6,000×７）

会議費

20,000円

事務費

20,000円

通信費

40,000円

印刷費

410,000円 (学会誌vol,１８）

予備費

10,320円

合計

677,320円

備考：特別会計（平成１４年度３月１６日現在）
3,363,836円

（3,009,867円平成１３年４月２０日買付

近畿曰本鉄道社債）

（353,969円平成１３年４月２３日買付

ダイワＭＭＦ）

－６０－

活動報告

｢人間は何故スポーツにみせらるか」
～東洋観と西洋観～
講演者：京都大学大学院人間・環境学研究科招聰客員教授

HP1utschow博士
田口貞

善 (京都大学大学院人間・環境学研究科）

平成13年度京都体育学会主催シンポジウムは12月

暴力の回避、これについては人間が生まれた時点では

７日（金）午後６時、京都大学大学院人間・環境学研究

｢善」で、段々「悪」になる、この考えへの疑義を示さ

科地下大講義室において京都大学大学院人間・環境学

れ、この点に関して、生けにえ（sacIifice）とスポーツ

研究科招聴客員教授でカリフォルニア大学ロスアン

や祭りとの関係を歴史的に説明されたのが印象深かっ

ジェルス校教授(EastAsianLanguage＆CultuI℃)の

た。人間のバイオレンスについて、どの宗教も暴力を

HP1utschow（プルチョウ）先生に上記の演題で御講

なくすことはできないがスポーツは世界の平和のため

演を頂いた。

にその役割を多く果たしていると強調された。また、

先生は御著､淡交社出版の"｢ニッポン通｣の眼,，(平

四国地方でみられる狂言(独り相撲)、占いとスポーツ

成11年)で知られるように大変な日本通で､御講演は

(東が勝つと豊作）など､パプア・ニューギニアの種族

日本人とて日本学を専門として来られた方以外にはな

とスポーツなどスポーツについて広く楽しく話題を頂

かなか理解困難な内容もあったが､現代に至っても異

いた。先生は自らテニスを愛し、人間・環境学研究科

文化からみた日本、特にスポーツに観点をあててお話

前のテニス場でよく見かけたが、ゴルフは大変御嫌い

下さったことは興味深かった。講演のはじめは「日本

のようであった。

人論」について言語、宗教、スポーツの面から導入さ

最後に､西洋の多くの日本学者が西洋にすでに失わ

れ、俗化された宗教儀礼、オリンピアにおける神を代

れた世界(日本古来の素朴で自然な人生に目を向けた）

表する競技者、宗教的お祭りとしてのスポーツについ

を西洋から大きく離れた日本に求めた訳であったが、

て先生の御考えを述べられた。さらに、いろいろな国

遊びやスポーツにその世界が存在したかどうかは次回

におけるスポーツの発展や特殊性について、例えばス

の先生の講演を待つより仕方が無い。

イスのピアジェによるスポーツの遊びの大事さ、また

－６１－
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活動報告

平成１３年度京都の健康と運動セミナーについて
寺田光世（京都教育大学）

京都の健康と運動セミナーの平成13年度事業は、３

に働き、食べ過ぎを予防しています。脂肪細胞はこの

月９日、京都市みやこめつせを会場にして３名の講師

他に血圧調節物質、血栓形成因子、遊離脂肪酸、女性

先生にご講演を頂くことにしました。

ホルモン、免疫活性因子なども分泌していることが明

始めは舞鶴工業高等専門学校助教授の小野伸一郎先

らかにされつつあります。こうなると、体脂肪量は多

生で、テーマは「記録を上げる体重、下げる体重」と

すぎることは良くないとしても、少なすぎても弊害が

題して、陸上競技ランナーの体重という身体条件がラ

あるのではないかと思われます。スポーツ選手はとか

ンニング記録にどのように影響しているかについて、

く余分の皮下脂肪を減らすことばかりを考えるのです

特に女子長距離選手の事例をお話しいただきました。

が、今回のセミナーでは、健康なスポーツ選手の在り

次ぎに京都大学総合人間学部助教授の小田伸午先生か

方について脂肪の面から大きな示唆を頂いたように思

ら京都の健康散歩道、大文字山登山」について、実践

います。小野先生のお話にもありましたが、やせ過ぎ

データに基づくお話を頂戴しました。最後に、京都府

てもランニングの記録は低下することを考え合わせる

立医科大学病院教授（内分泌・糖尿病・代謝内科）吉

と、われわれにとって、今後、どの程度の体脂肪率が

田俊秀先生のお話で、テーマは「体重を変える知恵と

至適であるか、運動でどのようにコントロールできる

運動一内科の最前線から」と題し、肥満研究と治療の

か、競技選手の健康をどのように確保するか、という

両面からその最新情報を紹介して頂きました。今回の

ような課題が重要になってくるように思います。小田

テーマの共通点は「体重コントロール」です。吉田先

先生の運動実践データは京都女子大学の中井誠一先生

生のお話によると、ＢＭＩが25ポイント以上の肥満者

との共同研究で実施されたとのことですが、市民に

は全国に2300万人いて､その半数が治療を要する合併

とって身近な場所を健康維持のために利用できるよう

症を持っているということです。近年、特に肥満発症

に開発していく仕事も京都体育学会会員の役割ではな

のメカニズムが分子レベル、遺伝子レベルで研究され

いかと考える次第です。

るようになり、新知見に加えて肥満予防や治療の方法

今回のセミナーは京都市と共催するもので、第２回

が一段と進歩しています。例えば、脂肪細胞はレプチ

目ですが、今後この催しが継続されることを心から期

ンというホルモンを分泌して食物摂取を抑制するよう

待するものです。
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記録を上げる体重．下げる体重
小野伸一郎（舞鶴工業高等専門学校）

京都の街を舞台に、高校駅伝、都道府県女子駅伝お

校駅伝参加選手はＢＭＩ18.2±1.18､同年齢の平均体

よび京都シテイハーフマラソンが開催されている。こ

重に比較し７～8ｋｇも低かった。オリンピックおよび

れらの長距離選手は一様にスリムな体型を呈しており、

世界選手権のマラソン入賞者のＢＭＩは18.5±1.40で

長距離競技においては記録に対する体重の関わりは深

あった。日本選手のＢＭＩを表１に示した。

いといえる。体重の減小は体重当たり最大酸素摂取量

次にＢＭＩと記録の関係分析に記録達成確率を用い

を増大しエネルギー効率を高める効果があるが､一方、

て検討した｡高校女子3000ｍレース記録の記録達成確

過度な痩身は摂食障害、月経異常、骨密度低下や貧血

率は、ＢＭＩが減小するにともない確率が上がるがＢ

などの健康上の問題を引き起こすとの指摘がある。ま

ＭＩ17.0付近を境界としてそれ以上の減小は逆に確率

た、ウエイトコントロールは指標がないままに選手お

が下がった（図1)。中学女1500ｍレース記録ではＢＭ

よびコーチの経験的判断に任されている実態にあり、

Ｉ17.5､女子マラソンレース記録ではＢＭＩ18.5を超

痩せれば痩せるほど記録が向上するのではとの錯覚か

えてのＢＭＩの減小は記録達成確率が下がることがわ

ら行き過ぎた痩身を招きかねない。陸上競技の普及と

かった。ＢＭＩとレース記録の年間変動を個人追跡し

競技力向上の観点から長距離選手のウエイトコント

た調査においても、境界点の存在が裏付けられた。

ロール指標は看過できない課題である。そこで筆者ら

痩せれば痩せるほど記録が向上するものではなく、

は中学、高校およびエリートマラソンの女子長距離選

競技記録の向上にはＢＭＩに境界点が存在することが

手を対象に体重と記録の関係について調査を行った。

明らかとなった。これはパフォーマンスからみた無意

中学駅伝参加選手の平均体格はＢＭＩ17.5±1.31と

味な痩身を防止するための基準として活用できるので

なり、同年齢の平均体重に比較し４～7kg低かった｡高

はないかと考えられる。

表１日本代表女子マラソン選手のＢＭ

０．３５

二０３

大会順位名前ＢＭＩ記録

３有森裕子

Sevilla

２市橋有里

Sydney
Sydney

１高橋尚子
７山口衛里

●■■■●●□、■■●■□■己■■■

AtIanta

７９３１８９２４３
５４００４３０１０

１鈴木博美

●●■●Ｃ■●■■■■●□■■■■●

Athens

９２０１９８７３７

３安部友恵

２２２２２２２２２

１浅利純子

２３３３２２２２２

Stuttgart
Stuttgart

■■■■●●●■■

２有森裕子

４８６１９１０３７

BarceIona

６７５７７７７８７

２山下佐知子

１１１１１１１１１

Tokyo

冊025
選０．２

鏡0泊
蝋０．１

，，１０．０５
０

－●－
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ＢＭ
図１高校女子3000ｍレースの記録達成確率
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京に見る健康散歩道（その２）
－大文字山の健康登山一
小田伸午（京都大学総合人間学部）

日常的な運動として歩行、ウオーキング、生き生き

ネルギー消費量の平均値は男8481±462.9kcal(409.5

散歩などが奨励されている。京都市内では、史蹟・名

～1512.0kcal)、女625.1±802kcal(556.5～786kcal）

勝に恵まれているので、生き生き散歩の実践には最適

であった。血圧は、大文字到着時と安静時と比べて被

であると考えられる。こうした史蹟名勝をめぐる散歩

験者全員において上昇（拡張期、収縮期）傾向がみら

コースの運動強度を明確にしておくことは、意義があ

れたが、有意差は認められなかった。発汗量の平均値

ると考えられる。昨年は、田口貞善先生（京都大学大

は、773.3±仏3．７９（男)、380.7±190.69（女）で

学院人間・環境学研究科）より、鴨川河畔の平坦コー

あった。

スについてお話があった。今回は、運動強度が高いと

以上のごとく、心拍数の変動からみると、出発直後

思われる登山道にスポットを向け、京都市内で手軽に

は緩やかな運動であり、徐々に運動強度が増加し、大

親しまれている大文字山健康登山の生体負担と運動強

文字登山コースは、持続時間も十分であり有酸素運動

度について検討した。

として運動強度も十分であると考えられる。しかし、

コースは京都大学正門前を始点として、銀閣寺横を

生体にかかる負担度は、個人差が大きく９０～９５％

経由した大文字の大の字までで､往復の距離は7720ｍ

Immaxに相当する強度が示される被験者もみられた。

であった。実際に歩いて頂いた被験者は､大学生13名

エネルギー消費量は平均では、男848.1kcal、女

(男６名、女７名）で、データ採取と分析は、京都女子

625.1kcalであったが､個人差が大きく、1000kcalを超

大学の中井誠一先生と京都工芸繊維大学の芳田哲也先

える値も示された。

生のご協力を得た。実施日は2001年12月１６日で、天

以上より、大文字登山コースは、平坦のコースに始

候は晴れ､午後１時のスタートとした｡所用時間は､往

まり、途中から坂道・階段となる行程で、運動強度が

路は50分、復路は49分であった。

徐々に増加することから、健康のための運動として有

心拍数の平均値は､平坦地で100拍/分台(男)、１１０

効な行程と考えられる。しかし、坂道・階段では運動

拍/分台(女)であるが､坂道･階段では徐々に増加し、

強度も高値となり、個人差も大きくなることから、特

男女とも140拍/分以上が男21分、女22分間持続し、

に中高齢者が登山する場合には、事前の負荷がかかり

170拍/分台(平均値)が認められた。しかし個人差が

過ぎないように個人差を十分考慮する必要性がある。

大きく、最高値は、男は180拍/分以上を示す被験者が

この実験を進めるにあたり、オムロン株式会社から簡

3例あり、その他3例は177拍/分、157拍/分、148拍／

易血圧・心拍数測定器を借用した。ここに謝意を表し

分であった。また、女子7例中４例が190拍/分台を示

ます。

し、残り２例は170拍/分台と159拍/分であった。エ
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体重を変える知恵と運動
一内科の最前線から
吉田俊秀

京都府立医科大学病院教授（内分泌･糖尿病･代謝内科）
肥満だけならキャラクターにすぎないが､肥満に減

よる減量作戦は成功間違いない。まず食事療法は､３ヶ

量すれば改善すると考えられる糖尿病、高血圧、高脂

月の予定で肥満女性では1,200kcalを試みると良い｡一

血症などの合併症を伴う時､肥満症と呼び治療の対象

日のおかずは、蛋白質709(－日３食のおかず全部で、

となる｡肥満から生活習慣病が引き起こされる原因は、

牛乳200cc、卵１個、魚809（刺身５切れ)、肉809（８

肥満した脂肪細胞からレプチンという「もう食べなく

×４×0.8ｃｍ)、豆腐1/2丁）と、大量の青野菜。おや

ていいよ」という信号を脳に伝える働きと交感神経を

つは果物握り拳大で2個、主食は米飯2/3杯×３回。空

刺激して高血圧症の原因となるサイトカインや、イン

腹が強ければ毎食前にポール1杯の生野菜を10分かけ

スリン抵抗性の元凶となる腫瘍壊死因子ｍＷ－α)､高

て噛む。運動は、毎食後30分は習慣にしてその人の

血圧の元凶となるアンジオテンシノーゲン、動脈硬化

ペースで歩く。足が痛い人は可能ならプールでの歩行

に関連するアデイポネクチンなど多数のホルモンが分

も良い。それもできなければ椅子に座りながらの上半

泌されるからである。しかし､今の肥満体重を５～10％

身の15分体操も良し｡過食の原因の多くは、ちょっと

減らすことができればこれらホルモンの分泌は正常化

したストレスである。これにも思いやりをもって耳を

され合併症は改善され､肥満症は単なるキャラクター

傾け取り除く努力をしてあげてほしい｡３ケ月で5～１０

としての肥満だけにできる。一方、肥満関連遺伝子の

％の減量に成功すれば、その後は、運動による消費分

研究も進んでいる。痩せるための受容体であるβ３ア
ドレナリン受容体遺伝子多型(Ttp64Az晋)は、日本人に

を加えた400kcal分を1,200kcal減量食に加えた
1,600kcal食に増加きせる｡体重の維持は運動を減らさ

高頻度(34%)に存在し、基礎代謝量低下(-200kcal)、減

ない限り続く。今や肥満している人は我が国で2,300

量困難性と関連し､褐色脂肪UCP1の遺伝子多型(24%）

万人、病気の肥満症は1,100万人もいる。肥満は医師

も痩せにくい。肥満治療に当たっては、これら遺伝子

や栄養師、保健師に任せておけばよいという時代はも

を測定することで、その組み合わせに応じたテーラー

う終わったのです。みんなの協力がなければ患者さん

メイド食事指導が可能な時代に入っている。これらの

が多すぎて医師は診きれない状態まできているのです。

肥満症に関する理論を理解し､｢自分で痩せる必要があ

肥満に関する知識を府民全員が身に付け、みんなの協

る」「痩せなければだめだ」「今痩せないと本当の糖尿

力で、病気の肥満症になるまでに減量し、生活習慣病

病になってしまう」等の考えが湧けば、下記の方法に

のない健康都市京都にしたいものです。
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京 都 体育学会会 則
昭和27年７月５日制定施行
昭和37年６月９日改正
昭和41年６月６日改正
昭和49年４月１日一部改正
昭和54年４月１日一部改正
昭和55年４月１日一部改正
昭和60年４月１日一部改正
昭和62年４月１日一部改正
平成５年４月１日一部改正
平成９年４月１日一部改正
平成10年４月１日一部改正

1．総則

１．

この会を京都体育学会（Ip7otoSocietyofPhysicamducation）と称する。この会は日本体育学会京都
支部を兼ねる。

２．

この会は体育に関するあらゆる科学的研究をなし，体育学の発展を図り，体育の実践に寄与することを
目的とする。

３．

この会に専門分科を置くことができる。

2．会員
４．この会は前条の目的に賛同する個人および団体をもって組織する。

５．会員は正会員および購読会員とする。正会員には学生会員をおくことができる。正会員になるには正会
員の紹介と理事会の承認を要する。

３．機関
６．

この会の運営は次の機関による

（１）総会（２）役員会（３）理事会
７．

通常総会は毎年１回これを開き，当日の出席会員をもって構成する。

総会は正会員中より役員として会長（１名），副会長（２名），理事（若干名）および監事（２名）の
選出を行うほか，役員会の提出する重要事項を議決する。
総会は会長が招集する。
●
●

（〕（』）〈叩〕”》

本会は総会の承認をえて，顧問および名誉会員を置くことができる。
役員会が必要と認めた場合，または会員の要求があって理事会が適当と認めた場合には，臨時総会を開
くことができる。

●●●●

一ｍⅢＭ〉勺Ⅱ０△（⑪〃〃】〈一三画〉

『Ⅱ■△『。■Ⅱ（。■０日（勺■０口△

役員会は会長（会長事故があるときは副会長）がこれを招集し，会の運営方法を審議する。
理事会は理事長および会計理事（２名）と庶務理事（１名）を選出する。理事会は会務を処理する。
役員の任期は２ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
総会および役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。
－６６－

４．事業
１４．この会の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）学会の開催（２）研究会，講演会等の開催
（３）機関誌「京都体育学研究」の刊行
（４）その他この会の目的に資する諸事項

１５．研究会は毎年１回以上これを開き，研究成果の発表を行う。
16．機関誌「京都体育学研究」の編集は編集委員が担当する。
5．会計
17．この会の経費は次の収入によって支出する。
（１）会員の会費（２）事業収入（３）他より助成金および寄附金

18．会費の額は別に記す。名誉会員は会費を免除する。
19．この会の会計年度は毎年４月１日より翌年３月末日とする。
６．附則
20.

この会の事務局は原則として理事長の所属する学校に置く。

21.

この会の会則は総会の議決により変更することができる。

22.

この会則は，平成１０年４月１日から実施する。
記

会費（１）正会員年額2,000円
講読会員年額1,000円
（昭和62年４月１日より）
なお、日本体育学会会員は定められた会費がこれに加わる。

京都体育学会事務局
〒612-0863京都市伏見区深草藤森町１
京都教育大学寺田光世研究室
TeLO75-644-8288

Fax、075-645-1734（事務室）
郵便振替口座番号01070-7-23829
加入者名京都体育学会

*退会・転出・転入・通勤先変更・転居等については，日本体育学会事務局へ直接届けると共に，京都体育
学会事務局か、庶務までご連絡ください。
－６７－

京都体育学会専門分科会規程
昭和41年制定
昭和42年一部改正
昭和43年一部改正
昭和49年一部改正
昭和54年一部改正
昭和58年一部改正
昭和62年一部改正
昭和13年一部改正

1．

体育に関する専門分野の研究推進のため，京都体育学会（以下本会という）会則第３条の規定によって
専門分科会（以下分科会という）を置く。

●●●
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分科会は原則として，専門分野を同じくする１０名以上の本会会員をもって組織し，世話係を選出する。
分科会は世話係および分科会会員名簿を本会会長に提出し，役員会の承認を得て成立する。

分科会は，年数回その専門分野について研究会を開き，その成果を毎年支部学会において報告しなけれ
ばならない。

５．

各分科会には申し出があった場合，年6,000円を補助する。

専門分科会

世話人

連絡先

発育発達

小島広政

京都産業大学体育教育研究センター（TELO75-701-0277）

事務室（mO75-701-0266）
〒603-8555北区上賀茂本山
運動生理

小田伸午

京都大学総合人間学部（TELO75-753-6876）
〒606-8501京都市左京区吉田二本松町

バイオメカニクス

野村照夫

京都工芸繊維大学繊維学部（TELO75-724-7741）
〒606-8585京都市左京区松ケ崎御所海道町

体育社会・心理

横山勝彦

同志社大学（nLO774-65-7510）

〒610-0394綴喜郡田辺町多々羅都谷1-3
体育指導

浜崎博

京都薬科大学（THD75-595-4675）
〒607-8414京都市山科区御陵中内町５

体育原理･体育史

岡尾恵市

立命館大学（TELO75-464-llll）
〒603-8577京都市北区等持院北町

体育経営管理

中比呂志

京都教育大学（Tm`O75-644-8280）
〒612-0863京都市伏見区深草藤森町１

－６８－

京都体育学 会 役員
名誉会員

顧

問

〈玄

長長

〈玄
理

事

川畑愛義

(青葉蕊i塵i:i霧）

未利博

(京都教育大学名誉教授）

万井正人

(京都大学名誉教授）

竹内京一

(京都教育大学名誉教授）

山田敏男

(京都工芸繊維大学名誉教授）

蜂須賀弘久

(京都教育大学名誉教授）

倉敷千稔

(同志社大学名誉教授）

伊藤稔

(京都大学名誉教授）

川井浩

(京都大学名誉教授）

田口貞善

(京都大学）

中村榮太郎

(京都大学）

野原弘嗣

(京都教育大学）

伊坂忠夫

(立命館大学）……会計・渉外

大山肇

(京都外国語大学）

岡尾恵市

(立命館大学）

小田伸午

(京都大学）

小島広政

(京都産業大学）

寺田光世

(京都教育大学）……理事長

中井誠_

(京都女子大学）……庶務

長谷川豪志

(京都産業大学）……会計

藤田登

藍

事

山下謙智

(京都工芸繊維大学）

森谷敏夫

(京都大学）

芳田哲也

(京都工芸繊維大学）

－６９－

新刊
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CharlesTLeonard箸松村道一、森谷敏夫、小田伸午監訳
定l面（本体３，ｓ00円）
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－ユニークな神経生理学の基礎と臨床への統合一
本書は、療法士を目指す専門課程に在籍している学生諸君や、リハビリテーションに関与する臨床医を意識
して著述されたものである。本文中の具体例に、曰常生活や臨床場面から採用されたものが多いが、その内
容が神経現象の多岐にわたっており、記述が丁寧で分かりやすいことを考えれば、神経科学や行動科学・ﾉ、
理学を専攻する学生はもとより、体育学・スポーツ科学研究者およびスポーツ指導者にもぜひ読んでいただ
きたいものだと思っている。コーチの仕事とリハビリテーション医学とは、合い通じるものがあると訳者は
信じている。

Ｓ～ｅ 弓刊’ 舌予定＊‘ 本育・スポーツ・健康科学テキストブックシリーズ＊
￣

lll西正志・野lll春夫編著

門

■■■■■

●

●

石井薑八・西山哲成・新宅幸憲・藤城仁音共著

(仮）西洋子・鈴木裕子・本山益子・吉１１l京子共著

既刊好評発売＊ 本實・スポーツ・健康泰 `等テキストブックシリーズ＊
●

■■■■■

木村吉次編著Ｂ５/184頁/図写真４５定価（本体2,400円）
現代の問題を歴史に投げかけ、そこから投げ返されてくるものによって未来への方向を見いだそうと。
本書は、こうした意味において編まれた体育・スポーツの歴史である。
￣

■■■■

青木純一郎・佐藤佑・村岡功編著北)|｜薫著
B5/256頁/図表１４８定I面（本体３２００円）Ｂ５/１１２頁/図表7９定１面（本体2,200円）
運動生理学的事象やトピックスについてより実践的運動とスポーツの科学の根幹として－大領域を占め
に解説し、各論ではそれぞれの競技の専門家が競技る運動・スポーツの生理学は多くの科学分野に基礎
種目を生理学にまとめている。スポーツの生理学的を置いて発展した実践科学である。
研究が競技力向上の一助となれば幸いである。

イラストでみる

島岡清著

Ｏ
■

へ￣

B5/１１ｏ頁/図表イラスト多数定価（本体2,000円）

健康づくりの現場で保健婦・栄養士がプログラムの企画・運営に携わるが、殆どの方が運動指導の教育や研

修を受けていない。本書は健康づくりをする立場にいる方々のために健康づくり運動指導法をイラストで説
明
｡

コンディショニングとパフォーマンス向上の

￣

樋口満編著Ｂ５/１６４頁/図表１１７定価（本体2,500円）

実際のスポーツ活動でコンディショニングとパフォーマンス向上に役に立つスポーツ栄養学のテキスト
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会

員名

平成14年５月現在

京都体育学会

簿

会

員名簿
(※日本体育学会に所属しない会員）

勤務先

氏名

〒52O滋賀郡志賀町小野１０４５－５

-0525冠0775-94-3283

-3013ごO775-52-3104

〒607山科区御陵中内町５

〒612伏見区下鳥羽広長町１７ユ
-8473ニハイム伏見大手筋309

-8414缶595-4675

、

〒52Ｏ滋賀県栗太郡栗東町目川533

-3005911-1冠0775-58-0150

理

京都薬科大学

〒52Ｏ滋賀県栗太郡栗東町御園

所属分科会

・し

栗東町立全勝小学校

〒520大津市仰木町4-15-8

-0245冠0775-72-1028

自宅住所

ヘ云
社

洋衛一

冠602-7422

京都市立堀川高校

〒607山科区音羽野田町7-5進和
-１１０６念332-0680 -8075山科ハイライフ１００７

京都産業大学

〒603北区上賀茂本山合701-2151

〒6１０西京区大枝沓掛町14-26

冠592-0094

同志社大学

滋賀大学教育学部

京都大学総合人間学部

京都教育大学大学院
保健体育専修

〒525草津市野路町1916

-0055sO775-66-1111

〒603北区上賀茂本山合701-2151

-8555

〒520大津市平津2-5-1

-0862缶0775-37-7726

〒569高槻市南平台5-81-1

-0014台864-1446

〒606左京区岩倉大鷺町8９

〒60Ｕ４中京区麸屋町二条下ル尾張町
-0934218エルコート御所南302号

〒606左京区吉田二本松町

〒602上京区新町通御霊前上ル下
-0007清蔵口町483西陣宿舎242

-0001石781-7121

-8501缶753-6881

〒612京都市伏見区深草藤森町１

-0058

〒603北区上賀茂本山缶701-2151

-8555

〒606左京区下鴨南野々神町1

-0847冠781-1173

－１－

〒606左京区静市市原町1116-6

-1123壷741-3650

〒60l伏見区醍醐古道町２１－５

-1316壷571-1184

〒527愛知郡湖東町平柳１６７６

-0100缶0749-45-2987

〒520大津市比叡平3-55-30

-0016

〒606左京区上高野畑町24-8ハ

ー0081タテラス６冠722-0891

・メ

〒520大津市瀬田月輪町

-2192缶0775-48-2111

〒530大阪市北区中崎3-3-25-302

-0016缶06-6491-5083

バ力

〒603北区等持院北区56-1

-8577缶465-1111

〒60l伏見区醍醐古道町21-5

-1316冠571-1184

イ

〒632天理市田井庄町１

-0071台07436-2-3076

〒674兵庫県明石市魚住町清水

-00741676-15

、

ノートルダム女子大学

〒661尼崎市若王寺2-18-1

-8530冠06-6491-5000

ご411-2199

育発メ
発・イ

滋賀医科大学非常勤講師

〒616西京区嵐山谷ケ辻子町3-12

-1092缶0726-93-2311

理力イ
生〆（

純恵辰

立命館大学非常勤講師

〒616西京区嵐山谷ケ辻子町3-12

-0014乞864-1446

理理〉

天理大学体育学部

〒603北区上賀茂神山7-10

-8002金701-3029

生生育力

京都産業大学

〒525草津市西矢倉3-3-34

-0052冠0775-63-9080

〒610京田辺市同志社大学田辺校 〒6１０綴喜郡宇治田原町緑苑坂
-0394地磐上館冠0774-65-7524 -020229-4冠0774-88-0105

東亜大学大学院総合学術 〒751下関市一の宮学園町2-1
-0807缶0832-56-1112
研究所
英和大学文学部

〒606左京区田中西樋ノロNM-lO5

-8221冠724-5037

法イ
方（

同志社高校

〒605左京区吉田近衛町

-8501盃753-7865

育理理力
発心生〆

平安女学院短期大学

〒603北区等持院北町56-1

-8577缶465-1111

理

京都産業大学

-0865石0775-34-7896

メメ．

立命館大学理工学部

ヵ力生

京都大学大学院
人間・環境学研究科

〒520大津市南郷2-16-16

理
生

立命館大学

〒612伏見区深草塚本町6７

-0021冠642-1111

-8345台501-7256

イ理イ青理
（生（発心

龍谷大学

-8047

〒607山科区西野離宮町2-1Ｆ-607

育理
発生

里男暢敏一夫紀夫司子子彦彦生郎雄稔史子樹

士心

賀藤坂川倉榑榑田原原藤藤藤藤岡上上

作公知善隆郁創忠俊忠清登佳昭靖一太輝

木木戸瀧利

青青青赤足東有安伊石石石石石石石伊伊伊伊稲井井

※

木津市立仰木の里小学校

所在地

氏名

所在地

勤務先

正

悦恵佳憲
陽

保宗

ミ優克悠真子子一優子浩子雄

う

上井里街野見田畠野田藤藤石

井今今井岩岩植上卯梅遠遠大

京都女子高校
医仁会武田総合病院

京都産業大学
京都大学体育指導セン
ター

自宅住所

所属分科会

〒605束山区今熊野北日吉町1７

〒600下京区河原町通松原上ル幸 発育
-8034竹町381冠351-4266

〒60l伏見区石田森南町28-1

〒61l宇治市五ケ庄西川原３２－８
-0011ユニライフ宇治A-205

-8501合531-7367
-1434缶572-5139

〒603北区上賀茂本山3６

-8555缶701-2151

〒606左京区吉田本街缶751-2111

-8501

バイメカ

冠0774-31-6089

〒603北区上賀茂中山町37-7

-8026缶791-4734

〒606左京区一乗寺稲荷町2１

-8131冠711-5438

生理・パイ
メカ

〒617長岡京市八条ケ岡1-1-1-102 生理

-0822缶955-8203

〒619京都府相楽郡木津町兜台７－ 生理

－０２２４１３－７盆0774-72-1484

同志社高校

大津市立石山小学校
京都産業大学
㈲トータルベーシック

京都教育大学

立命館大学産業社会学部
大阪ビジネスカレッヂ専
門学校

〒606左京区岩倉大鷺町

-8558石781-7121

〒520大津市石山寺3-11-20

-0861冠077-537-0015

〒603北区上賀茂本山冠701-2151

-8555

〒550大阪市西区本田1丁目８－１５

〒604中京区姉小路富小路西入ル

心理・指導

〒520大津市大江6-9-17

指導

-0907台221-1218
-2141壷077-545-3236

〒612伏見区指物町562途611-0902

-8074

〒550大阪市西区本田4-3-5-404

-0022冠06-6581-1402

-0022合06-6584-8388

〒612伏見区深草藤森町１

〒613伏見区淀美豆町684淀川リ
-0916バーサイド１１１０号

-0863缶644-8291

缶632-2833

原理歴史・
指導・管理

〒603北区等持院北町56-1

-8577缶465-1111

〒530大阪市北区堂島浜１－１－７６

-0004台06-6341-4403

心理・生理

〒602上京区西堀川上長者町下ル
ー8243奈良物町472-ｌライオンズ
マンション西陣南601号

冠432-4007

㈱オムロンライフ
サイエンス研究所

京都産業大学
京都外国語大学

区都０

直愛援修伸

立命館大学経営学部

伏地館

滋賀県立大学

〒612伏見区深草藤森町ｌ番地

〒621亀岡市古世町中内坪7４

-0815台0771-23-4932

見京、

京都府立西城陽高等学校

〒615右京区西院笠目町６

-0073石864-8700

〒6１０西京区大枝南福西町2-6-10

-1113缶332-3470

〒603北区等持院北町56-1

〒606左京区吉田中大路町3２

-8577冠466-3138

〒6１０城陽市枇杷庄京縄手46-1

-0117冠0774-53-5455

〒522彦根市八坂町2500

-0057冠0749-28-8258

〒603北区等持院北町56-1

-8577缶465-1111

発育・原理
歴史

深草越後屋敷町官有 管理
教育大学国際交流会

-8522缶644-8285

別

立命館大学

〒603北区上賀茂本山Ｓ701-2151

-8555

－丁

京都教育大学

-8265

２１
１３
６

補
奈恵

尾田本本田田田田

武健肇子市寛進輝子史司午

秀

島西山

大大大岡岡岡岡岡奥奥小小

※

〒615西京区山田御道路町26-201

冠646-3055

-8313冠761-7616

原理歴史．
管理

〒6１０宇治市広野町宮谷94-31

-0031冠0774-43-4579

〒520大津市唐崎4-3-21

生理

〒6１０城陽市寺田深谷７

生理・パイ

-0106缶0775-79-6065
-0121缶0774-56-2335

メカ

〒520大津市御陵町１－２９別所合 心理
-0037同宿舎522冠0775-21-1922
滋賀大学教育学部

京都市立葵小学校
京都大学総合人間学部

〒520大津市平津2-5-1

-0862台0775-37-7740

〒616左京区下鴨東梅ノ町８

-0852冠701-7151

〒606左京区吉田二本松町

-8501冠753-6876

－２－

〒520大津市御陵町1-29-522

-0037念0775-21-1922

心理

〒6１０西京区大原野西竹ノ里町1- 指導

-11455-11冠332-6163

〒569高槻市日吉台四番町17-34

-1022ごO726-89-9383

生理・パイ
メカ

氏名
※

小野桂市 奈良教育大学
小野伸一郎 舞鶴工業高等専門学校
小野裕子 同志社国際中・高校

〒63Ｏ奈良市高畑町

-8528缶0742-27-9231

〒625舞鶴市白屋234

蔭山靖夫 京都産業大学
風井託恭 仏教大学

金井淳
※

立命館大学

兼高明生 矢倉診療所

金田啓稔 佛教大学

〒610京田辺市多々羅60-1

-0321冠0774-65-8911

-0037缶075-641-9195

-8313テイブセンター内

冠６８２－１０２５

Ⅱ｜口晋

〒610京都府綴喜郡井出町多賀西 社会・心理

-0302北組３０エスポワール２２－
301缶0774-82-6036

〒573枚方市楠葉花園町5-1-810

-1121冠0720-51-5117

〒601南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町

生理・パイ

〒563池田市井口堂町1-7-27

バイメカ

-830220-2エスペランサ２０５
盃314-5747

川末登代子 仏教大学
川畑愛義 日本生活医学研究所

メカ

〒603北区上賀茂本山冠701-2151

〒603北区紫野北花ノ坊町9６

-8301盃491-2141

〒603北区等持院北町56-1

-8577盃４６３－１１３１

〒525草津市東矢倉２丁目

-0054缶0775-64-5689

〒603北区紫野北花ノ坊町9６

-8301台491-2141

-0023冠0727-61-3901

〒612伏見区深草勧進橋町113

-8405冠642-3947

〒525草津市野路町1919-14

-0055冠0775-63-8629

〒606左京区浄土寺下馬場町５

社会心理

〒666川西市中央町7-9

生理

-8412冠075-752-2915
-0016缶0727-58-2370

立命館大学産業社会学部

力

-8555

１１１井浩

河合美香 立命館大学

生理・指
導・バイメ

〒625舞鶴市安岡317NIT社宅221

小山真 ㈱ワコール人間科学研究 〒601南区吉祥院中島町３５アク
所

〒61l宇治市羽拍子町56-24

-0027冠0774-44-7626

所属分科会

-0021冠0773-64-1512

-0016

小幡真一郎 京都教育大学教育学部附 〒612京都市伏見区深草関屋敷町
属高校

自宅住所

所在地

勤務先

〒603北区等持院北町56-1

-8577合463-1131

〒603北区等持院北町56-1

-8577冠465-1111

〒603北区紫野北花ノ坊町9６

-8301合491-2141

〒606左京区下鴨前薮町5-8-202

-0833

〒616右京区宇多野御屋敷町'-5-

-8205403き464-2756

〒616右京区嵯峨天竜寺北造路町

-837420-21台881-3292

〒604中京区室町通錦小路上ル山 〒605束山区今熊野日吉町4８
発育
-8156伏山町５５８山洋室町ピル -1925志531-5318
606缶221-0331

河原慶子 大谷大学非常勤講師

１１１村隆史 京都府立洛西高校
神崎情

京都ＹＭＣＡ

菊池はるひ 京都精華大学
岸本吉史 京都教育大学

〒603北区小山上総町冠432-3131

-8143

〒6１０西京区大原野西境谷町１

－１１４６冠332-0555

〒604中京区三条柳馬場

-8083石231-4388

〒606左京区岩倉木野町137

-8588冠702-5125

〒612伏見区深草藤森町１

-0863缶641-9281

来田宣幸 京都大学大学院人間・環 〒605左京区吉田二本松町
境学研究科

北川隆 京都女子大学

-8501冠753-7865

〒605束山区今熊野北日吉町3５

-8501缶531-7183

北尾岳夫 京都精華大学非常勤講師 〒606左京区岩倉木野町137

-8588盃702-5200

北村映子 ノートルダム女子大学
北本享 立命館大学

〒606左京区下鴨南野々神町１

-0847缶781-1173

〒606北区等持院北町56-1

-8577石465-1111

－３－

〒617長岡京市滝ノ町2-20

-0817盃954-5488

〒606左京区下鴨西半木町１０－２

-0827701-5740

生理

〒6１０西京区大原野西境谷町4－１２－

－１１４６１９４缶332-6738

〒600下京区仏光寺通室町西入糸

-8432屋町２１７シテイポイント

バイメカ

22-507冠341-5906

〒612伏見区西奉行町1-2

-8104冠611-6952

バイメカ

〒606左京区吉田中阿達町５０第 生理・パイ
-8306-洛東荘１号冠761-3304 メカ
〒664伊丹市西台1-2-8

-0858盃0727-73-3284

〒606左京区一乗寺庵野町41-1

-8166缶075-712-5990

〒606左京区岩倉花園町3５

発育・生理

〒603北区衣笠高橋町2９

発育

-0024き711-2560
-8374盃461-2756

氏名

勤務先

衣）'１和宏 西陣和楽園

所在地

自宅住所

〒602上京区下長者町七本松西入
-8357ル鳳瑞町247台461-2060

-8357ル鳳瑞町247き461-2060

木村みさか 京都府立医科大学医療技 〒602上京区広小路通河原町西入
術短大部

清田美絵 京都教育大学
金尚憲 高の原スポーツ研究所

草深直臣 立命館大学
窪田通雄 龍谷大学

-0857ル缶212-5439

〒612伏見区深草藤ノ森町ｌ番地

-8522ろ644-8280

〒520大津市仰木の里1-3-6

-0246缶077-574-4362

〒603北区等持院北町56-1

-8577冠465-1111

〒612伏見区深草塚本町6７

-8577缶642-1111

倉敷千稔

※

〒603北区上賀茂本山缶701-2151

-8555

古城正裕 同志社国際中学・高等学 〒610京田辺市多々羅都谷60-1
校

小西達郎 京都女子大学
小西博喜 川崎医療福祉大学
※

小西嘉典 京都大学

人間・環境学研究科

-0321缶0774-65-8911

〒605束山区今熊野北日吉町3５

-8501冠531-7183

斉藤篇司 向陽高校
斉藤昌久 京都府立ロ丹波勤労者福
社会館

〒573枚方市香里ケ丘7-4-1

-0084冠0720-52-1769-301

〒63O奈良市佐保台3-902-63

原理歴史

〒606左京区下鴨泉川町５

生理

〒614八幡市橋本栗ケ谷2-8

発育・心理
社会

-8105缶0742-71-1408

-8327盃981-3417

〒573枚方市長尾谷町2-687

-0164

〒61l宇治市木幡平尾28-340

発育

-0002冠0774-32-2617
-8344壷461-3904

〒603北区等持院南町6８

発育

〒606左京区吉田二本松町

〒606左京区田中飛鳥井町132
-8226薄木マンション105号

生理・パイ

〒527八日市市松尾町3-191

バイメカ

〒520大津市真野普門町612-2

原理歴史

〒70l倉敷市松島577

-8316缶753-7865

缶791-0635

〒520大津市本堅田3-9-1

-0242冠0775-72-1206

〒617向日市上植野町西太田

-0006冠922-4500

〒629船井郡八木町西田金井畠９

-0231石0775-72-3226

佐東‘垣子 平安女学院短期大学

佐藤善治 立命館大学
真田民樹 明治鍼灸大学
滋賀県立体育館

澤田和明 滋賀大学教育学部

〒605束山区本町通10丁目東入ル

〒617長岡京市奥海印寺東山6－１６

〒629船井郡八木町観音寺山ノ下

冠075-441-2224

-0063冠0726-71-7832

〒612伏見区深草関屋敷町

〒615右京区西京極豆田町５パー
-0801クテラス西京極601

〒615右京区西京極葛野町3８

-0882缶312-1783

バイメカ

〒569高槻市南庄所町7-6

ー0965下ル池田町527缶561-3170
-0037Ｓ641-9195

メカ

-0853合956-3733

〒602上京区寺ノ内通堀川西入東
-8411西町373西川様方

佐藤尚武 滋賀大学教育学部

メカ

〒621亀岡市南つつじケ岡桜台3-

立命館大学社会学研究科 〒603北区等持院北町56-1
-8577缶075-465-1111
博士課程

佐竹敏之 光華女子短期大学

生理・パイ

-084722-6石0771-22-6724

-013317冠0771-42-2710

佐々木潔 京都教育大学附属高校

澤淳

〒655神戸市垂水区神陵台4-1-50-

-0134台0771-42-5484

迫登美代 ,京都市立一橋小学校

生理・発育

-0041504缶078-785-9060

-0019缶0748-23-7131

西条正典 滋賀県立堅田高校

坂なつこ

〒615西京区川島松園町8７

-8111缶392-3885

-0193合086-462-1111

小林明子

※

〒602上京区下長者町七本松西入 発育

-0807冠781-4412

小島広政 京都産業大学

所属分科会

冠311-4989

〒616右京区嵯峨清滝深谷町５

発育

-8454石871-5217

-0862sO775-37-7757

-0812冠0775-22-9382

〒520大津市木下町6-5

生理

〒569高槻市南平台5-81-1

〒606左京区山端壱町田町1-7ハ
-8007イツエンベラ修学院403

発育

〒520大津市平津2-5-1

-1092缶0726-93-2311

〒603北区等持院北町56-1

-8577缶463-1131

〒629船井郡日吉町保野田

-0301s0771-72-ll81

〒520大津市におの浜4-2-12

-0801冠0775-24-0221

〒520大津市平津2-5-1

-0862冠0775-37-7761

－４－

盃722-7247

〒621亀岡市篠町見晴1-2-10

-0824企07712-4-6348

〒622船井郡園部町小山西町野本

-004319-1冠0771-62-0903

〒52Ｏ野洲郡野洲町小篠原2172-5

発育

〒520大津市千町2-17-10

指導

-2331s0775-87-lO94

-0863冠0775-34-2234

氏名

博
拓

厚憲

野矢利原浦本本

代
り

美康克和マ優

戸良賀木安安山

文司昭葬守美博也健夫一明進子利美典子子

雅啓雅湘

見水村

※

塩情下徐新新末菅杉杉杉角瀬瀬千高高高高

※

京都短期大学
奈良産業大学
京都女子大学
京都教育大学

〒62Ｏ福知山市字堀3370

-0886缶0773-22-5852

〒636生駒郡三郷町立野北3-12-1

-8503缶0745-73-7800

〒605東山区今熊野北日吉町3５

-8501冠531-7184

所属分科会

自宅住所

所在地

勤務先

〒62O福知山市和久市町45-5

-0062缶0773-23-0166

〒520大津市清風町38-4

発育

〒520大津市仰木の里東6-5-20

生理・パイ

-0248缶0775-74-3275

京都大学大学院
京都教育大学
京都府立城南高校

京都府立北桑田高校
大谷大学文学部

京都教育大学大学院
京都産業大学
京都造形芸術大学
京都教育大学附属高校
マリ子ダンスシアター

京都工芸繊維大学

メカ

(管理）

〒612伏見区深草藤森町１

-8522石644-8285

〒520大津市美空町1-21-302

歴史

〒6ｌ２伏見区桃山南大島町62-1

心理社会

〒605束山区今熊野日吉町3５

-8501

-8017壱611-7381

琵琶湖大橋病院

バイメカ.

-0225石0775-72-3734

-0223缶077-573-5107

京都女子大学

発育

〒520大津市真野5-1-29

〒569高槻市今城町2６－１９

-0232缶0775-73-4321

-1135缶0726-83-1538

〒606左京区吉田本町S753-3062

〒606左京区修学院宮ノ脇町1８
-8061鷲ノ森1０３冠711-3278

-8501

〒612伏見区深草藤森町１

-0863冠644-8283

〒61l宇治市広野町丸山1０

-0031冠0774-41-6165

〒61l宇治市羽戸山3-1-80

原理歴史

〒61l宇治市神明石塚54-426

バイメカ

〒607山科区東野舞台町14-14

発育・管理

-0012冠0774-33-5024
-0025ごO774-24-6235

〒60l北桑田郡京北町大字下弓削

-0534石0771-54-0022

〒603北区小山上総町2２

-8143冠432-3131

〒612伏見区深草藤森’

-0863缶075-644-8281

〒603北区上賀茂本山冠701-2151

-8555

〒606左京区北白川瓜生山2-116

-8271缶791-9121

〒612伏見区深草関屋敷町

-0037缶641-9195

-8146石593-6008

〒652神戸市兵庫区五官町7-7

-0007

〒615西京区川島梅園町1１

生理

〒615西京区桂上豆田町6-6

生理

〒6ｌ２伏見区桃山町大嶋38-395

バイメカ

-8113冠392-2039
-8082盃381-3246
-8006冠621-4462

〒600下京区四条通烏丸西入ル大 〒520大津市一里山一5-20-6
-8492同四条ビルＢ１台211-8392 -2153ごO775-43-2496

〒606左京区松ケ崎御所海道町

-8585冠724-7741

〒602上京区仁和寺街道六軒町西 バイメカ.
指導

-8347入四番町１２２－１デイオ．
フオルテイ北野東801号

冠467-3231

善洋明－久樹文

貞恂義京隆正博

口口井内田田富

田田武竹武竹武

※

バイメカ．
〒573枚方市禁野本町2-12-142
京都大学人間・環境学研 〒606左京区吉田二本松町
-8501盃753-6877 －１１９７sO720-48-6269 生理
究科

龍谷大学瀬田学舎
Northernlllinois

University

〒520大津市瀬田大江町横谷1-5

-2194石0775-43-5111

DeKalb,Illinois60115-2854

〒6ｌ２伏見区向島二の丸町134-2

-8141冠621-3592

3N658KenwoodAve．

，

West

Chicago，ＩＬ、601851172Ｕ,S・Ａ
〒603北区紫野東御所田町2７

-8164壷431-2659

武田病院

〒600下京区塩小路通西洞院東入
-8216ル東塩小路町841-5
缶361-1355

同志社大学

〒600下京区木津屋橋通油小路東 生理

-8232入ル南町507合371-2765

〒610京都府綴喜郡田辺町多々羅 〒61l宇治市広野町宮谷７５－１
-0394都谷1-3冠0774-65-7533 -0031ガーデンハイツ広野203

冠0774-45-2641

〒611字治市槙島町落合４３－１０－

－００４１２０４－５０３冠0774-23-0667

－５－

心理社会．
原理歴史

生理

氏名

々

田村田本島谷田力居田藤
井

秀夫隆一彦男雄志彦典彦夫夫枝彦世則ち学三治富成一志一
呂
紀
眞賢
一栄比誠
吉登茂俊邦繁信博和泰彰浅道房昭光寧み

部阪尻附中中中口淵山

※

武田田田田田田谷田築辻辻辻津網寺寺藤古徳等富豊内中中

※

勤務先

所在地

自宅住所
〒520大津市南郷2-17-3

生理

〒606左京区岩倉忠在地町273-2

生理

〒619相楽郡木津町宮ノ裏110-11

指導

〒61l宇治市広野町尖山48-3

バイメカ

-0865冠0775-34-2922

同志社大学

宇治高校
同志社大学

京都教育大学大学院
京都薬科大学
京都産業大学

上鳥羽小学校
同志社大学

〒610京田辺市多々羅都谷1-3

-0394冠0774-65-7510

〒61l宇治市菟道谷下り３１

-0013石0774-22-4010

〒610京田辺市多々羅都谷1-3

-0027壷701-9211

-0200冠07747-2-5814

-0394缶0774-65-7510

-0031冠0774-33-7922

〒612伏見区深草蔵森町１

〒612伏見区深草仙石屋敷町５９
-0038昭和荘缶643-9653

-0863冠641-9281

〒607山科区御陵中間町５

-8414缶581-3161

〒603北区上賀茂本山缶701-2151

-8555

〒601南区上鳥羽城ケ前町1６

-8137冠691-0393

〒610京田辺市多々良都谷1-3

〒606左京区浄士寺小山町1-30

-8401冠771-7771

〒525草津市野村町8-10-17

-0027sO775-64-1027

〒612伏見区深草谷口70-46

〒606左京区上高野三宅町16-7

-0035缶721-5945

京都ＹＭＣＡ福祉専門学 〒602上京区烏丸今出川下ル
-0902念432-3191
校

〒525滋賀県草津市東矢倉4-14-005422-10号冠077-562-2323

京都外国語大学

華頂短期大学

〒62l亀岡市曽我部町南条

-8555冠0771-22-2001

〒615右京区西院笠目町６

-0073缶311-5181

〒605束山区林下町3-456

-0062ａ551-1188

光華女子短期大学
京都教育大学
㈱ワコール

夙川学院短期大学
大阪リゾート＆スポーツ
専門学校

龍谷大学

龍谷大学
同志社大学

滋賀大学教育学部
京都大学
京都教育大学
京都女子大学

〒606左京区下鴨宮崎町４１－３

〒615西京区川島桜園町１３－１

-8114冠392-0875

〒615右京区西京極葛野町3８
〒612伏見区深草藤森町１

〒520大津市仰木町６１００レーク
冠0775-72-3553

〒6１０西京区大原野西竹の里町２－ 発育
〒61l宇治市南陵町1-1-134

-0028盃0774-22-6726

〒601京都市南区吉祥院中島町3５

〒601南区吉祥院中河原里西町33-4
-8393ワコール吉祥院寮301

〒662西宮市こしき岩町6-58

-8555念0798-73-3755

〒532大阪市淀川区西中島3-6-2

〒56l豊中市庄内幸町5-12-6

-0833台06-6332-1984

〒612京都市伏見区村上町376-502

-8369缶075-603-1655
FAXO75-603-l655

〒612伏見区深草塚本町6７

〒607山科区小野河原町6-1第３
-8252ロイヤルハイツ和田405

〒612伏見区深草塚本町6７

-8577途642-1111

〒610京田辺市多々羅都谷1-3

缶573-5102

〒6１０城陽市富野北角1-51

-01110774-56-6987

〒61l宇治市五ケ庄西浦32-7

-0394冠0774-65-7510

-0011冠0774-33-7274

〒520大津市平津2-5-1

〒524野洲郡中主町吉川1430

-0862石0775-37-7785

〒606左京区吉田二本松町

生理

石090-1119-9194

-0011盃06-6886-7897
FAXO6-6886-9305
-8577缶642-1111

原理歴史

－１１４５３－４０５缶331-4271

-8522き644-8288

-8313冠６８２－１００８

原理歴史

-0245ビア大津仰木の里A67-20

-1132缶332-2156

-0882缶312-1783

管理

-0802盃771-5505

〒6１０西京区大原野灰方町2-7

京都府立南丹高校

生理

-0829冠643-6250

-0394冠0774-65-7510

京都学園大学

所属分科会

生理・パイ
メカ

-0201冠0775-89-3912

〒606左京区田中高原町7-2

-8316

-8242WINDS306台722-8864

〒612伏見区深草藤森町１

〒573枚方市御殿山南町４枚方合 発育
-1193同宿舎3143台0720-98-4985

-0863冠644-8280

〒605束山区今熊野日吉町3５

-8501合531-7183

－６－

〒563豊能郡能勢町上田尻495

-0122冠O727-37-l308

生理

太
栄

紀美一洋啓康弘照雅禎豪
泰弘

須

世吾輔子子司正郎樗代也郎子子明嗣夫美万志裕子久登子信

代

陽伸大登邦整

谷谷

幸義

川桐嶋島沢瀬野村村村村森森川崎原村口本川川佐賀田口口

※

中中中中長長長中中中中中中西野野野橋橋長長畑蜂花漬浜

※

所在地

勤務先

氏名

大阪ＹＭＣＡ社会体育専 〒569高槻市八丁西町5-37
-0095壷0726-82-1322
門学校
大谷大学

〒603北区小山上総町5-37

-8143冠0726-82-1322

自宅住所

所属分科会

〒573枚方市香里ケ丘8-13-8

発育

〒61l宇治市広野町尖山2-110

原理歴史

-0084冠0720-53-4825

-0031石0774-43-2124

京都橘女子大学非常勤講
師
京都外国語大学

〒615右京区西院笠目町６

-0073冠861-1834

〒630生駒市小明町367-7

-0201台07437-4-6006

〒573枚方市養父丘2-3-7

-1134志0720-56-2265

ドイツ体操研究所

大津市立唐崎小学校
京都大学総合人間学部
花園大学

滋賀女子短期大学

立命館大学非常勤講師
大谷大学短期大学部

嵯峨美術短期大学

㈱ナビオコンピュータ
同志社女子大学

京都教育大学

京都工芸繊維大学繊維学

〒602京都市上京区相国寺門前町

-0898684-4

〒520大津市際川4-7-1

-0002缶0775-25-2375

〒606左京区吉田二本松町

-8501冠753-6886

〒604中京区西ノ京壷ノ内町8-1

〒520大津市大平1-21-3

-0803冠0775-24-3605

〒603北区等持院北町56-1

-8577冠465-8165

〒603北区小山上総町冠411-8068

神戸女子短期大学

石812-5368

-0867む0775-33-3518

発育

〒617長岡京市こがれケ丘9-32

-0854冠954-4620

〒607山科区北花山市田町9４

原理歴史

-8143

-8483盃502-5969

〒615右京区嵯峨五島町1

〒606左京区高野東開町1-23束 原理歴史
-8107大路高野第３住宅27-406

-8362缶864-7858

壷781-2974

〒541大阪市中央区本町4-15-6

バメカ・指
導

-0053缶06-6261-5266

〒602上京区今出１１１通寺町西入ル

-0893冠251-4255

〒612伏見区深草藤森町１

-0863冠644-8281

〒606左京区松ケ崎御所街道町

-0902冠432-3191

成安造形短期大学

発育・生理

〒616右京区花園春日町４シヤル

〒520大津市竜ケ丘24-4

京都WMCＡ国際福祉専門
学校

龍谷大学経営学部

〒610京田辺市河原平田13-29

-0361冠0774-62-1013

-8061マンコーポ円町703

-8585石724-7741

京都産業大学

〒520大津市一里山3-38-28

-2153缶0775-45-8678

-8456壷811-5181

部

京都学園大学

〒602上京区今出川通烏丸東入ル
ー0838相国寺門前町缶256-4306

〒602上京区烏丸今出川下ル

〒6１０西京区大枝西新林5-9-5

-1141缶331-1611

〒520大津市比叡平2-44-7

バイメカ・

-0016盃0775-29-2611

管理・生理

〒6ｌ２伏見区桃山町安芸山55-2

バイメカ

-0834企605-8802

〒639大和郡山市南井町12-10

-1024缶07435-7-1782

〒62l亀岡市曽我部町南条大谷

発育

-8555冠0771-22-2001

〒603北区上賀茂本山3６

発育

-8555缶701-0360

-8894冠313-4765

〒600下京区西七条市部町128

生理

〒612伏見区深草塚本町6７

〒60Ｕ４中京区麸屋町通丸太町下ル

バイメカ

〒61l宇治市折居台1-4-197

発育

〒61l宇治市羽拍子町56-67

管理

-8577缶642-1111

〒617長岡京市調子ｌ乞953-1111

-0844

〒650神戸市中央区港島中町4-7-2

-0046盃078-303-4711

冠213-3990

-0023合0774-24-2050
-0027缶0774-43-8466

〒60l伏見区醍醐大高町7-13

-1311ご571-2645

京都造形芸術大学
同志社女子大学

〒606左京区北白川瓜生山2-116

-8271缶791-9121

〒610京田辺市興戸南鉾立

-0332缶0774-65-8581

－７－

〒606左京区北白川瓜生山2-116

-8271

〒674明石市大久保町森田155-4

-００６１缶078-934-2683

原理歴史

氏名

勤務先

と

漬栄昌英ひ明弘保

士心
代
正登嘉主千

義

久勝繁光

田上箱井賀野野中藤川田沢田市川野野積山

子博孝子郎彰み正之之肇治子彦司子敦潤彦登子己－信豊直

順

崎崎川

浜浜早林林林林原樋火平平平平広廣福福藤藤古古星星穂前

京都教育大学附属桃山小 〒6ｌ２伏見区桃山筒井伊賀東町
-0032企611-0138
学校
京都薬科大学

京都市立芸術大学
京都外国語大学
同志社国際中高等学校

京都教育大学

京都大学総合人間学部非
常勤講師
平安女学院短期大学

自宅住所

所在地

〒607山科区御陵中内町５

-8414缶595-4675
FAXO75-595-4765

〒6１０西京区大枝沓掛町13-6

-1197冠332-0701

〒615右京区西院笠目町６

-0073石322-6012

〒610京田辺市多々羅

所属分科会

〒520大津市日吉台3-16-4

-0112企0775-79-4934

〒520大津市日吉台3-16-4

指導

〒663西宮市浜甲子園2-6-7

発育

-0112ごO775-79-4934

-8154冠0798-46-7421

〒615西京区桂木ノ下町16-52

-8072缶381-8639

〒610京田辺市松井ケ丘１－１３－２

生理

-0321盃0774-65-8911

-0353缶0774-63-6280

〒612伏見区深草藤森町1

〒573枚方市禁野本町2-11枚方 原理歴史
-1197合同宿舎1422

-0863冠644-8287

〒606左京区吉田二本松町

-8501冠753-6875

〒569高槻市南平台5-81-1

-1092缶0726-93-2311

壷0720-98-6795

〒602上京区御前通西裏上ノ下立 発育
-8368売上ル北町574缶461-4220
〒60l伏見区醍醐下端山町16-26

-1332缶571-4419

管理

滋賀女子高校
京都産業大学
滋賀大学教育学部

松下産業衛生科学セン
ター

華頂短期大学
京都外国語大学
京都造形芸術大学
大阪学院短期大学

立命館大学
福田小児科医院
同志社大学

〒603北区上賀茂本山き701-2151

-8555

〒520大津市平津2-5-1

-0862合0775-37-7801

〒571門真市殿島町7-6

-0045冠06-6906-1631

〒605束山区林下町3-456

-0062冠551-1188

〒615右京区西院笠目町６

-0073冠861-1834

〒606左京区北白川瓜生山2-116

-8271缶712-1669

〒564吹田市岸辺南2-37-1

-8511缶06-6381-8434

〒603北区等持院北町56-1

-8577缶465-1111

〒606左京区岡崎北御所町2５

〒601左京区静市市原町78-9

-1123乞741-2738

〒520大津市大将軍1-16-52

-2145冠0775-543-1835

〒525草津市桜ケ丘1-6-7

-0057冠0775-63-6627

〒6１０城陽市寺田宮ノ平3-138

-0121石0774-53-5401

〒621亀岡市南つつじケ丘桜台’-

-084720-19石07712-5-3674

〒614八幡市橋本興正10-7

バイメカ

〒615西京区樫原五反田5-36

発育

-8323念983-7984
-8131冠392-8285

〒525草津市野路東1-1-1

-8577

〒606左京区岡崎北御所町2５

-8336缶771-4362

-8336台771-4362

〒610京田辺市多々羅都谷1-3

〒602上京区中立売室町西入ル室

-0394缶0774-65-7510

同志社大学

龍谷大学
京都産業大学

京都府立朱雀高校
藍野学院短期大学

〒582柏原市旭ケ丘4-698-1

-8582冠0729-76-3211

〒610京田辺市多々羅都谷1-3

-0394冠0774-65-7510

〒612伏見区深草塚本町6７

冠415-2189

生理・心理

-1102冠072-851-3790

社会

〒614八幡市男山笹谷7-308-507

発育・指導

-8102缶８６１－１０８８

〒616右京区太秦森ケ東町38-40

バイメカ.
生理

〒601南区吉祥院這登中町47-2

指導

-8372石982-0694

-8577冠６４２－１１１１

-8353缶672-9345

〒603北区上賀茂本山缶701-2151

〒606左京区高野東開町１－２３束
-8107大路高野第３住宅40号棟303

-8555

発育

町スカイハイツ４０６

〒573枚方市北楠葉町33-1

大阪教育大学

発育

冠701-9043

〒60Ｍ４中京区西ノ京式部町１

-8384冠841-0127

〒567茨木市東太田4-5-4

-0012壷0726-27-1711

－８－

〒616右京区梅ケ畑向ノ地町3６

-8262缶882-4355

〒527愛知郡湖東町平柳949-1

-0102

管理

氏名

所在地

一一武人行夫恵二一孝和巳子子正二世紀巳
輔正洋代紀子信
恵美
紀
喜知範周道陽宣正正幹友昭憲
直克美富孝恒佳茂博

大

井田田原瀬浦原村山山井浦浦笠上神本本島島正宅嶋前村上

※

堀増増増間松松松松九万三三三三三宮宮水水見三宮宮宮村

※

勤務先

自宅住所
〒520大津市石山寺4-22-33

-0861缶077-534-4008

京都府山城総合運動公園
嵯峨美術短期大学

所属分科会
心理

〒61l宇治市広野八軒屋谷1

〒601南区久世上久世町542バー 発育
-8212クテラス桂１１１６０４台934-4803

〒616右京区嵯峨五島町１

〒606左京区山端大城田町２０ フ 発育
-8002イオンズマンシヨン修学院
507号

-0031台0774-21-0379
-8362舌864-7858

〒578束大阪市南鴻池町2-4-16

-0961冠06-6745-6674

京都文教短期大学

神戸女子大学
京都府立大学

京都大学総合人間学部
京都府立体育館
聖母女学院短期大学

京都造形芸術大学

立命館大学文学部
滋賀大学教育学部
夙)'１学院短期大学
山城高校

滋賀大学経済学部
滋賀大学経済学部
京都大学大学院
人間・環境学研究科
㈱ケアトラスト

燈影学院
光華女子短期大学

〒61l宇治市槇島町千足8０

-0041缶0774-25-2444

〒654神戸市須磨区東須磨青山2-1

-8585缶078-731-4416

〒606左京区下鴨半木町

-8522缶703-5417

〒606左京区吉田二本松町

-8501合753-6889

〒603北区大将軍鷹司町

-8334冠462-9191

〒612伏見区深草田谷町

-0898缶643-6781

〒606左京区北白川瓜生山2-116

-8271冠791-9121

〒603北区等持院北町56-1

京都学園大学

京都教育大学
神戸女子大学
京都産業大学

発育・指導

〒594和泉市鶴山台4-8-14

発育

〒564吹田市末広町１０－８

発育・パイ
メカ原理歴
史

石075-551-2399

-0013壷0725-43-6258

-0022缶06-6382-2784

〒606左京区上高野東田町15-54

-0078五722-0463

〒621亀岡市南つつじケ丘桜台４－

－０８４７５－７石0771-22-7316

〒575草津市追分町784-25

〒606左京区一乗寺出口町１

生理・発育

-8164缶781-8309

〒61l宇治市木幡南山52-45

〒520大津市平津2-5-1

〒520大津市御陵町１－２７別所合
-0037同宿舎535盃0775-24-3425

〒662西宮市こしき岩町6-58

-8555台0798-73-3755

〒603北区大将軍坂田町2９

-8355缶463-8261

〒522彦根市馬場1-1-1

-0862缶0749-22-5600

〒522彦根市馬場1-1-1

-0862石0749-22-5600

〒606左京区吉田二本松町

-8501台753-7865

〒61l宇治市木幡南山74-7

-0002企0774-32-5053

〒607山科区四宮柳山町2９

-8025台581-3136

〒615右京区西京極葛野町3８

-0882缶325-5380

〒603北区小松原南町3３

〒60ｋ４中京区西ノ京東月光町3５

-8422台811-1657

〒617向日市寺戸町西ノ段1９

発育

〒522彦根市西今野880-13

方法

〒522彦根市東沼波町197-4

生理・方法

〒603北区北野上白梅町2２

生理・パイ

-0002缶932-8256

-0054缶0749-23-6782
-0027缶0749-23-4614
-8325缶463-5689

〒61l宇治市木幡南山74-7

〒61l宇治市木幡南山74-7

-0002志0774-32-5053

〒615右京区山ノ内宮前町26-22

-0093冠812-8965

〒62l亀岡市曽我部南条大谷１

〒603北区上賀茂北ノ原町２８奥
-8006村荘缶724-3944

〒612伏見区深草藤ノ森町1

〒654神戸市須磨区東須磨青山2-1

-8585缶078-731-4416

〒603北区上賀茂本山

-8047缶701-2151

－９－

発育・生理

〒606左京区一乗寺大新開町３

-8183石712-5616

-8522冠644-8287

メカ

-0002缶0774-32-5053

-8342缶463-3281
-8555缶0771-22-2001

バイメカ.

発育

-0002冠0774-33-4802

-0862冠0775-37-7811

管理

-0046台0775-65-9838

-8577盃465-1111

缶325-5419（直）

洛星高校

〒605束山区今熊野宝蔵町５８ハ
-0952イツ魚満306

〒600下京区七条御所ノ関北町10- 原理

-8861406缶316-0763

〒535大阪市旭区清水2-2-25

-0021冠06-6955－0673

〒606左京区岩倉中町521

-0025盃722-2721

生理・パイ
メカ

氏名

井田谷津木井岡根岡形形ロロ崎下下下下下中村

一郎治之子樹英夫郎保子夫和二修明治拓也哲二行智徳史夫
三利太
純貞敏憲
敏孝
先
秋高謙剛博康
建健勤慎由秀正敏陽

川田山月

※

村村村望森森森森森八安安薮山山山山山山山山山山山山山

※

所在地

勤務先

関西福祉大学
龍谷大学

滋賀大学教育学部
同志社大学

〒582大阪府柏原市旭ケ丘3-11-1

-0026冠0729-78-0088

〒612伏見区深草塚本町6７

-8577缶642-1111

〒520大津市平津2-5-1

自宅住所

所属分科会

〒573枚方市出口6-1-1-525号

-0065冠0720-31-5746

〒520大津市里7-19-6

生理

〒520大津市御陵町l-37-llll

原理歴史

-2276冠0775-46-6784

-0862缶0775-37-7817

-0037壷0775-22-9313

〒602上京区今出川通烏丸東入

〒612伏見区深草西浦町8-122-1
社会・経営
-0029レジデンスサンキヨー201号 管理・方法

-8580冠251-3882

冠645-5928

発育
〒52O滋賀郡志賀町比良5３
滋賀大学教育学部附属養 〒520大津市際川3-9-1
-0002冠0775-22-6569 -0500石0775-96-1417
護学校

京都文教短期大学

京都女子高校

〒61l宇治市槇島町千足8０

-0041合0774-21-4101

〒605東山区今熊野北日吉町１７

〒61l宇治市宇治折居台4-1-13

-0021sO774-24-8243

発育・生理

〒616右京区太秦開日町27-63

-8501冠531-7358

-8185冠864-4704

京都大学人間。環境学研 〒606左京区吉田二本松町
-8501缶753-6888
究科

〒6ｌ２伏見区桃山町泰長老東合同
-8034宿舎834冠611-3196

バイメカ.
生理

〒52Ｏ野洲郡野洲町南桜1857-55

-2322冠0775-86-0586

〒606左京区上高野三反田町2－１４

発育・生理

-0054缶721-7216

佛教大学（非常勤）

綾部高校
京都教育大学

京都文教短期大学
大阪成践女子短期大学
同志社高校

-8301缶491-2141

-0846町２２盃321-7439

〒615右京区西京極徳大寺団子田

生理・パイ

〒623綾部市岡町長田1８

〒62O福知山市かしの木台1-71-1

バイオメカ

〒603北区紫野北花ノ坊町9６

-0042盃0773-42-0451

-0921冠0773-23-9738

〒612伏見区深草藤森町１

〒573枚方市禁野本町２－１１枚方
－１１９７合同宿舎1422

-0863冠644-8282

〒611字治市槇島町千足8０

-0041合0774-21-4101

〒533大阪市東淀川区相川3-10-62

-0007缶06-6340-1515

〒606左京区岩倉大鷺町8９

-8558冠781-7121

メカ

ニクス指導

石0720-49-8576

〒615西京区樫原六反田３－８

発育

〒569茨木市鮎川3-18-7

原理歴史

-8177冠864-2284
-0831盃0726-34-6733

〒606左京区修学院北沮沢町20-1

-8032台722-7138

〒520大津市仰木の里6-8-3
京都教育大学教育学部附 〒603北区紫野東御所田町3７
指導
-8164冠441-4166 -0246缶595-0438
属京都小学校

同志社高校（非常勤）
京都大学大学院
京都学園大学

京都教育大学
立命館大学

京都工芸繊維大学
京都大学
滋賀女子短期大学
城南高校

〒606左京区岩倉大鷺町8９

-8558盃781-7121

〒606左京区吉田二本松町

〒606左京区吉田河原町５

-8305壷771-2412

〒606上京区椹木通堀川西入講堂

-8501

-8132町223ヴイラ福田402号

〒62l亀岡市曽我部町南条大谷

〒621亀岡市篠町森山先18-11

-8555sO771-22-2001

生理・パイ
メカ

-0831企0771-24-2448

〒612伏見区深草藤森町1

-0863冠644-8285

〒603北区等持院北町56-1

-8577冠463-1131

〒606左京区松ケ崎御所海道町

-8585冠724-7734

〒606左京区吉田二本松町

-8501冠753-6884

〒520大津市竜ケ丘24-4

-0803冠0775-24-3605

〒611字治市広野町丸山１０

-0031冠0774-41-6165

－１０－

〒616右京区御室堅町２５－２デラ
ー8093シオン御室302盃464-7632

原理歴史

〒572寝屋川市南水苑町１１－１

バイメカ

-0826盃0720-24-0261

〒550大阪市西区江之子島’-7-9- 発育

-0006201石06-6444-5891

〒61l宇治市木幡御蔵山39-550

管理

〒612伏見区京町北7-16

バイメカ

-0002台0774-33-3480
-8086合611-0775

氏名

史司信彦雄也子子明正－隆子尚

久

剛武利勝伊哲康祐
一憲

博

本本井山井田中田本辺辺辺部田

山山横横吉芳吉米寄渡渡渡渡和

※

｢i露語員１

所在地

勤務先

〒520大津市滝ケ丘24-4

滋賀女子短期大学

-0803缶0775-24-3605

〒605東山区林下町3-456

華頂短期大学

-0062石551-1188

㈱大塚製薬大津出張所

-0394缶0774-65-7510

野洲町立篠原小学校

京都工芸繊維大学工芸学
部

同志社女子大学

原理歴史

〒606左京区松ケ崎御所海道町

〒606左京区一乗寺野田町2-2ハ
ー8165イツ白川４１３缶701-6708

生理

-8585壷724-7296

-8585壷0771-22-2001

-0073合06-6372-1694

〒531大阪市北区本庄西3-7-10

生理

〒610京田辺市興戸南鉾立9７

〒604中京区御幸町通二条上ル達
-0962磨町605ネスト御所南3Ｃ

生理・パイ

〒524守山市岡町1-34

生理

〒583藤井寺市道明寺4-6-8

生理

〒520大津市比叡平2-45-13

発育

〒583藤井寺市御舟町1０－１

-0021念0729-55-0281

〒612伏見区深草塚本町6７

〒601南区壬生通八条下ル東寺町

-8478545盃681-6511

京都教育大学大学院

〒662西宮市苦楽園２番地11-9

-0082冠0798-73-0911

心理発育

-8577冠642-1111

洛南高校

発育

〒523近江八幡市浅小井町160

〒522彦根市八坂町2500

龍谷大学

〒606左京区岩倉忠在地町8５

-0027缶791-5964

-0817合0748-33-2035

-0057冠0749-28-8259

大阪府立藤井寺工業学校

京都教育大学

〒52O滋賀県野洲郡野洲町大篠原

-0332缶0774-65-8581

滋賀県立大学

〒607山科区東野森野町23-4-507

-8147冠581-3454

-23131414企0775-87-0179

〒62l亀岡市曽我部町南条

京都文化短期大学

所属分科会

〒520大津市月輪2-19-5大塚製 〒607山科区音羽山等地29-5大
-2152薬㈱大津出張所
-8065塚製薬寮盃591-6457
〒610京田辺市多々羅都谷1-3

同志社大学

自宅住所

〒612伏見区深草藤森町１

-0863冠641-9211

〒612伏見区深草藤森町１

-0863志644-8284

缶252-2325

-0032缶0775-83-3095

-0012缶0729-52-0574

-0016冠0775-29-2392

メカ

〒601南区八条内田町91-8

-8475缶671-7786

〒61l宇治市宇治東内25-6

-0021

〒583藤井寺市春日丘3-3-13

-0026缶0729-53-0578

心理社会

㈱川原書店

〒851-0121長崎市宿町195-2

冠0958-39-6216

日本体育大学附属図書館

〒157-8565東京都世田谷区北烏山8-19-1

台03-3300-6092

移動による変更がありましたら、下記の所までお知らせ下さい。

〒605-8501京都市東山区今熊野日吉町３５
京都女子大学家政学部食物栄養学科中井誠一（庶務理事）
TELO75-531-7272FAXO75-531-7170E-mail：nakaise､kyoto-wlLac・jｐ

－１１－

編集後記
第18巻をお届けします｡今回は英文論文２編を含む６編、とこれまでに
ない掲載数になりました｡寄稿者の研究成果を是非熟読頂きたいと願って
おります。

私事になり恐縮ですが､第４巻(平成元年発刊)から編集委員として､第
12巻からは編集委員長の役割を与えられ､14年間その編集に携わってきま
したが、この第18巻を最後に編集作業から解放されました。その間、査読

を一方的にお願いしました先生方には、ご多忙の中、実に丁寧な査読を頂
き心から感謝しております。この紙上を借り改めてお礼申し上げます。又

投稿頂きました先生方には多々ご迷惑を掛け心苦しく思っております。
この編集に14年間携わってきまして､昨今思うことの一端を少し述べさ

せて頂きます。「京都体育学研究」第１巻から第18巻に記載されている６８

編の論文を一覧して、自然科学関係が社会科学関係に比較して非常に多い
ことが目につきます。しかし私は数の多寡をうんぬんするものではありま
せん。ただ私的な願いは、動物である人間の営為としての体育・スポーツ
が、人間・人間社会においてどのような意味を持ち、役割を果してきたの
か､今後どのような在り方が望ましいのか､と言ったことを意識においた、
又､立脚点にしていると感じさせる論文がもう少しあってもよいのではな
いか、ということです。

それは、今日広く人間社会において、パラダイム・シフトが生じつつあ

ると考えるからです。したがって私達体育教育・研究関係者も、この現実
を明確に認識する必要があると思っています｡そして､体育･スポーツ､広

くは身体運動文化に関しても、その存在意義･価値についての再考察に無
関心であってはならない、と強く思うからであります。したがって、この

ような思いを持つ学究からの投稿を切に願い期待する次第であります。

終りになりましたが､今後、関係学究から各分野（領域）の多様なオリ
ジナリティーに満ちた論文が多数投稿され､編集作業が多忙をきわめ、学
術誌としての「京都体育学研究」が発展していくことを祈念してやみませ
ん。

(藤田登）

編集委

米田祐子

坂田田

浜崎博

伊藤和

石倉忠夫
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京都教育大学寺田光世研究室気付

その時､カラダに必要な科学｡
趨罵露
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のとれた栄養補

§鞠\蕊淘Pン。てれか身Ｐ

ﾛ几

使われている流
早いので､「ハー

蝋

きほど、身体はバランス

イト･缶は医療の分野で

養食｡飲みやすく消化も
というときにも最適です６

籔饗鰯

体運
体内

ゲン

いる栄養素(果糖･アルギニン･クエン酸)をバランスよく含んだ飲み物。

基本の「トレーニング３０分前補給｣で､スタミナ持続をサポートしま式

終えたその時､その場所で､効率的なタンパク質補給ができますろ

スポーツを愛するカラダに。
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一筋量測定装置

基準として、上腕、前腕、

腿の各部位ごとの筋肉鬘(ｋ
の筋肉舅とそのバランスを
すぐ表示
は約2分、

弓Ⅱ

用ケースで持ち運び可能

傭、＝函睡厨訂

囹量i藷k丁L王鰹鰄i壽註
東京都千代田区内神田l-l6-lo(島津神、可ビル）
ＴＥＬ(０３)5280-3171ＦＡＸ(０３)5280-3181

…

株式会社アートヘブンナイン
http://www・arthaven9co,jｐ
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画像処理方式視線分析装置です。検出部を頭部にﾖ蕊iし，実ﾈﾄﾞ勢における眼
球運動測定を行います。被検者の頭や身体を移動させる条件下で最適です。

囮
■画像処理方式視線分析装置

画像処理方式の採用により、セッティングが簡単になりました。センサーは

■単眼検出時：左右選択可能

移動できますので、左眼または右眼を選択して検出力可能です。軽量でフィ

■両眼バージョンアップキットにより両眼検出可能

ットしやすく、速い動きでもズレの少ないデザインになっています。

■瞳孔中心検出：暗瞳孔法
■検出ユニットは軽量・小型、ズレが少ない。
■ＣＣＵと制御ユニット間はケーブル１本で接続

処理部（ＴＫＫ２ｇ２０ａ）
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当社では､あらゆる印刷物を企画から納入までの－貴作業によｂ
安く､早く､きれいに仕上げます。
お電話くだされば､営業スタッフが即刻参上いたします。
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ココビエアロ几イニユＢＺＤ
銅顕鰯醗鰯B蕊ﾛ韓白。
日露澪

その自由度が､スペースにフィッﾄ｡コンセプトにフィット。
ハイブリッド電源の搭載により電源コードが消えた｢エアロバイク820｣。設置場所に縛られないレイ
アウトフリーを実現｡さらにプログラムのカスタマイズ機能により､施設のコンセプトや顧客ニーズに応
じたメニューが設定可能です｡あらゆる点で自由度がアップした､待望のフリースタイルマシンです。
プログラムメニュー:体力テスト､一般トレーニング､減量トレーニング､マニュアルトレーニング､オリジナル(定脈拍･パターン)トレーニング

０

、

田、

価格410.000円(税別）
[プリンター(オプション):価格50,000円(税別)］

●見やすい､操作がしやすい。
●設置場所を選べる自由。●プログラム設定の自由．●見やすし､、
大型液晶画面に操作手順やトレーニング経過
バッテリー＋自家発電十AC電源を状況に応じ体力テストは｢ランプ方式｣と｢ステップ方式」大型液晶画面に操１
等をわかりやすく表示するので､初めての人で
て使い分けるハイブリッド電源を採用。電源設から選べるほか､各トレーニング機能を自由に等をわかりやすく表ラ
も操作は簡単｡この他､使いやすさを追究した
備に左右されずに自由自在にレイアウト｡消費組み合わせ､独自のプログラム設定が可能なも操作は簡単｡この
きめ細やかな配慮がいっぱい。
電力は当社比60％削減を実現。カスタマイズ機能を搭載。きめ細やかな配慮が

O120-414333

受付時間９:00～17:00(±･日･祝日を除く）
*エアロバイクはコンビの登録商毎です。
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執筆要項
1．論文の長さは，文献・図表・abstractを含め８ページ（400字詰原稿用紙で30枚）までとする。但し
超過した場合その費用は執筆者負担とする。

2．本誌論文の原稿執筆にあたっては，下記の事項を厳守されたい。

（１）原稿は，市販の横書原稿用紙（Ｂ５判400字詰）に清書し或いはワードプロセッサ（Ａ４判40字×
２０行，１５枚）により作成し提出する。

原稿は，１枚目：題目・英文標題，２枚目：著者名とそのローマ字名，著者の所属名とその正式英語
名及び所在地（英文字)，所属の異なる２人以上の場合著者名の右肩に＊，＊＊，・・・印を付して，
脚注に＊，＊＊，・・・印ごとに所属名とその正式英語名及び所在地（英文字)，３枚目：英文要約
（タイプ用紙ダブルスペース250字以内)，４枚目：和文要約（編集用；英文要約と同一内容)，５枚目
以降本文，注記，参考文献，図・表の順に書く。

（２）外国人名・地名等の固有名詞には，原則として原語を用いること。固有名詞以外はなるべく訳語を用
い，必要な場合は初出のさいだけ原語を付すること。
（３）数字は算用数字を用いること。

（４）参考文献の引用は「京都体育学研究」執筆要項補足による。（京都体育学研究第７，８巻参照）
（５）注記は，補足的に説明するときのみに用い，本文中のその箇所の右肩上に註ｌ）註２）のように書き
本文の末尾と文献表の問に一括して番号順に記載する。

（６）図・表は１枚の用紙に１つだけ書く。また図と表のそれぞれに一連番号をつけ，図１，表３のように
する。（上記要項補足参照）
（７）図の原稿は半透明のタイプ用紙または淡青色方眼紙に黒インキで明瞭に書くこと。写真は明瞭なもの
を提出すること。

（８）図や表は本文に比べ大きな紙面を要する（本誌1ページ大のものは原稿用紙4.5の本文に当たる）か
ら，その割合で本文に換算し全ページ数の中に算入すること。
（９）参考文献の書き方は以下の原則による。

文献記述の形式は雑誌の場合には，著者名（発表年)，題目，雑誌名，巻号，論文所在頁；単行本の
場合には，著者名（発表年)，書名，版数，発行所，発行地，参考箇所の頁の順とする。また記載は

原則としてファースト・オーサの姓（familyｎａｍｅ）のABC順とする。なお，上記要項補足参照。
（10Ｉ本文が欧文の場合には上記要項に準じ，著者名と所属名は和文でも記入し，和文要約は掲載用となる。

｢京都体育学研究」編集委員会〒606-8501

京都市左京区吉田二本松町

京都大学総合人間学部小田伸午研究室
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