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 新型コロナウイルス蔓延のため、1年延期された東京オリンピックは、皆さんにとってど

んなオリンピックだったでしょうか。東京オリンピックを目指したスプリンターたちを始

め、それぞれの地域で活動するスプリンターたちも、この 1 年以上の間に様変わりした社

会の中での競技活動を多大なる情熱の中で継続して来たのだろうとお察し致します。改め

て私たちは、陸上競技が好き、スプリント走が好き、ということを再認識させられました。 

 7 月から開催された東京オリンピックでは、最も期待された男子 4×100m リレーは決

勝でバトンが渡らなかったという事件が起こりました。悔やんでも悔やみきれませんが、次

のパリオリンピックでは、花の都で大輪の花を咲かせることができると信じています。

2021 年シーズンの日本スプリント界を見ると、オリンピックイヤーにふさわしい多くの

成果を上げています。5 年前には想像できなかった女子 4×100m リレーの東京オリンピ

ック出場、男子 4×400m リレーでは、惜しくも決勝進出を逃したものの、東京オリンピ

ックの予選で 25年前の記録に並ぶ日本タイ記録を樹立。そして男子 100mでは、6月 6

日に開催された布施スプリントで、2019 年にサニブラウン・アブデル・ハキーム選手が

樹立した 9秒 97の日本記録を、山縣亮太選手が 9秒 95に短縮しました。頻繁に日本記

録が更新されているということは、「スプリント革命は継続している」ことを示す事象であ

ると確信しております。 

 さて、今大会のテーマは、「スプリントのイノベーションを考える」としております。基

調講演では、東京オリンピック陸上競技監督であり、前日本陸連強化委員長であります麻場

一徳先生（山梨学院大学）から、「日本スプリント 東京オリンピックへの挑戦」と題して、

東京イオリンピックまでの道のりを総括していただきます。シンポジウムでは、「山縣亮太

選手 日本記録樹立までの過程とこれから」という題目で、日本記録樹立したご本人である

山縣亮太選手（SEIKO）を始め、コーチの高野大樹先生（慶應義塾大学競走部コーチ）、デ

ータの解説をしてくださいます大沼勇人先生（関西福祉大学・日本陸連科学委員会）にご登

壇いただくことになりました。また理論・実技編として、インターハイ総合優勝 5 回（男

子 3回、女子 2回）の指導歴をお持ちになり、オリンピック選手（内藤真人氏）を輩出し

ている北村肇先生（中京大中京高）にご登壇していただくという盛り沢山の内容となってお

ります。これらの内容を多くの学会員および参加者にお伝えしたく、現地参加とオンライン

同時配信でのハイブリット学会を予定しております。学会始まって以来の新しい試みへの

挑戦にもご理解ください。 

 最後に、コロナ禍という厳しい状況にもかかわらず学会大会を快く受け入れていただき

ました宮崎県および宮崎市の関係者の皆様、学会大会運営委員長の串間敦郎先生をはじめ、

学会大会開催に携わっていただきました関係各位、さらにはご協賛いただきました企業の

皆様に改めて感謝申し上げます。 

 

- 1 -



大会運営委員長あいさつ 

大会運営委員長  串間 敦郎（宮崎県立看護大学） 

 

日本スプリント学会第 32回大会が、神々のふるさと、天孫降臨伝承の地である宮崎

で、11月 27日、28日の２日間にわたり対面とオンラインのハイブリッドで開催される

ことになり、全国の皆様を心より歓迎いたします。本来は昨年の同時期に開催予定であり

ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、やむなく一年の延期をさせていただき

ました。会員の皆様には開催延期についてご理解をいただき、感謝に堪えません。 

 本学会大会のテーマは「スプリントのイノベーションを考える」です。1991年に開催

された東京世界選手権をターニングポイントとして、日本スプリント界は大きな発展を遂

げることができたと考えています。この大会では、前会長の高野進先生が 400ｍにおいて

世界レベルの大会ではロスオリンピックの吉岡隆徳選手以来、短距離種目で約 60年ぶり

の決勝進出を果たしました。また、日本陸連は大会開催にあたり、現在の活動にも繋がる

「バイオメカクニクス研究班」を立ち上げ、全ての種目において当時の最先端の技術を駆

使し、世界のトップ選手の技術を分析しました。なかでも 100mで優勝したカール・ル

イスらの世界トップ選手の技術と日本のスプリンターの技術を分析、比較し、キック動作

の違い等を明らかにしたことで、後の指導者たちは、その研究成果をすぐさま指導に活か

すことができました。その後のオリンピックや世界選手権においての多くの決勝進出、そ

してメダル獲得につながっていった道程は、皆様ご存じの通りです。まさにこの大会は、

日本国民に陸上競技の面白さを知ってもらい注目される機会となったと同時に、日本スプ

リント界のイノベーションの契機となる大会でもあったと思います。 

 近年のテクノロジーや ICTの急速な進歩により、誰もが最新の情報を手に入れることが

可能になり、迅速なパフォーマンスのフィードバックや、日常のトレーニングにおいて、

繰り返しフォームの確認等ができるようになりました。また新しいトレーニング法やそれ

に関連したトレーニング機器の開発などもなされています。これらのことが集積されてい

ったことがイノベーションを生みだし、日本のスプリントは世界と戦えるようになってき

たと考えられます。今回、シンポジストとして、山縣亮太選手（SEIKO）、高野大樹コー

チ、そして陸連科学委員会の大沼勇人先生（関西福祉大学）をお招きしました。100ｍの

日本記録樹立までの道程を紐解いていただけるものと思います。また全国インターハイで

の複数回の総合優勝をはじめ、多くの優勝者を輩出されている北村肇先生（中京大中京高

校）に、ワークショップをお願いしており、選手育成に繋がる多くのノウハウやヒントを

いただけると思っております。本学会大会が、皆様にとりまして、今後のご指導の参考と

なり、日本のスプリントの隆盛に繋がる多数の選手が輩出される一助になれば、幸甚に存

じます。  

 最後に、開催にあたりご協力賜りました関係自治体、学会関係者の皆様、ご協賛いただ

きました企業の皆様に感謝申し上げます。 
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スプリント学会 第 32 回宮崎大会 

             （ハイブリッド開催） 
期  日 2021 年 11 月 27 日(土)，28 日（日） 

会  場 宮崎市民プラザオルブライトホール 

      〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西１丁目１−２ 

      宮崎交通路線・空港連絡バス  宮崎駅から  路線番号：40・41・43 

（橘通り１丁目下車）  宮崎空港から 宮崎駅行き        

 ひなた宮崎県総合運動公園陸上競技場（実技） 

  〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野１４４３−１２ 

主  催 日本スプリント学会 

共  催 一般財団法人宮崎陸上競技協会 

開催方式 会場＋オンライン同時配信（Zoom）のハイブリッド開催 

     実技編については，録画・編集した動画を後日参加者へ限定公開 

 

大会役員 
大会顧問   高野  進  麻場 一徳 大森 重宜 原田 康弘 川本 和久 有川 秀之  

伊東 浩司 

大会会長    山崎 一彦 

大会副会長   原   悦子  安井 年文 

大会委員   土江 寛裕  豊田 裕浩 遠藤 俊典 大橋 祐二 吉田真希子 佐藤真太郎 

新井   彩 杉本 龍勇 千葉 佳裕 前村 公彦 邑木 隆二 小木曽一之 

森丘 保典 九鬼 靖太 小林   海 谷川   聡 稲垣 徳文 金高 宏文 

串間 敦郎 太田   涼 渡邉 信晃 苅部 俊二 吉野 謙二 金子 公宏 

栗原 浩司 児玉 育美 森田 正利 田邊   潤 二瓶 秀子 北村  肇 

田原 陽介 星野 晃志 小倉 幸雄 櫻田 淳也 

 

運営委員 
運営委員長  串間 敦郎 

運営副委員長 稲垣 徳文 

運営委員     土江 寛裕  豊田 裕浩 前村 公彦 遠藤 俊典 大橋 祐二 安在 倫孝 

  壹岐 侑大 今村   修  内田 俊輝 押川 聡史 河野 真和 工藤 英世 

 塩月 英樹 関本 和浩 相馬 勇一 田中 真二 田原 義雄 戸高 夏巳 

 西山紀孔子 日高 一慶 増田美由紀 溝口 政志  
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大会日程 

第 1 日目 11 月 27日（土）  会場：宮崎市民プラザオルブライトホール 

11:30 

12:00～13:00 

 

 

13:15～13:30 

 

 

13:30～14:00 

 

 

 

14:10～15:30 

 

 

 

 

 

 

 

15:40～17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付開始 

日本スプリント学会・宮崎陸上競技協会・宮崎市共催プログラム 

「山縣亮太選手 日本新記録樹立記念 公開講座」 

（宮崎県民対象公開講座） 

開会式  

開会の挨拶 山崎 一彦（順天堂大学）会長 

      串間 敦郎（宮崎県立看護大学）第 32 回大会運営委員長 

基調講演 

「日本スプリント 東京オリンピックへの挑戦」 

  演者：麻場 一徳（山梨学院大学） 

  司会：串間 敦郎（宮崎県立看護大学） 

シンポジウム① 

「山縣亮太選手 日本記録樹立までの過程とこれから」 

  シンポジスト：高野 大樹（慶應義塾大学競走部コーチ） 

「９秒９５へ至るまでのトレーニング（仮）」 

   大沼 勇人（関西福祉大学・日本陸連科学委員会） 

「科学的データからみる山縣選手の特徴」 

   山縣 亮太（SEIKO） 

  コーディネーター：九鬼 靖太（大阪経済大学） 

一般発表 

（会場＋オンライン同時配信のハイブリッドによる口頭発表） 

①実験・自然科学系   

 座長：新井 彩（同志社大学） 

「全力ペダリング運動能力とスタートからの加速能力との関係」 

〇江口  輝（筑波大学） 

小嶺 肇之（筑波大学大学院） 

谷川  聡（筑波大学） 

「異なる走速度における両脚の大腿筋活動の制御」 

〇欠畑  岳（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

後藤 悠太（早稲田大学スポーツ科学研究科） 

礒  繁雄（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

彼末 一之（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

「2020 東京五輪男子 400mH におけるレース分析」 

－世界記録２選手と日本 3 選手を比較して― 

〇野澤 啓佑（ミズノ） 

長谷伸之助（早稲田大学スポーツ科学研究科） 

欠畑  岳（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

礒  繁雄（早稲田大学スポーツ科学学術院） 
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一般発表終了後 

「女子短距離選手のスプリント走におけるスティフネス特性と 

骨盤挙動の特徴」：男子短距離選手との比較から 

○太田 和希（筑波大学大学院） 

前村 公彦（筑波大学） 

谷川  聡（筑波大学） 

「異なる斜度の下り坂走が固有走に与える即時効果」 

○中山 滉一（中京大学大学院） 

榎  将太（中京大学） 

牧野 瑞輝（中京大学大学院） 

   庄司 一眞（中京大学大学院） 

眞鍋 芳明（中京大学） 

「男子４００ｍハードル走における歩数切換時の 

タイムおよびピッチの増減」 

〇長谷伸之助（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科） 

欠畑岳（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

野澤啓佑（ミズノ） 

礒繁雄（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

②実践・コーチング系 

 座長：佐藤真太郎（大東文化大学） 

「超音波断層画像を用いたスプリントでの外傷・障害評価」 

○向井 直樹（筑波大学体育系 茨城陸上競技協会医事委員会）   

 小川  健（茨城陸上競技協会医事委員会） 

原  友紀（茨城陸上競技協会医事委員会） 

中川 将吾（茨城陸上競技協会医事委員会） 

長澤 圭吾（茨城陸上競技協会医事委員会） 

「４×100m リレーにおける選手を取り巻く環境要因について」 

〇後藤 賢二（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科） 

理事会 

 

第２日目 11 月 2８日（日）  会場：宮崎市民プラザオルブライトホール（理論） 

                   ひなた宮崎県総合運動公園陸上競技場（実技） 

8:45 

9:00～ 9:30 

9:30～1２:30  

 

9:30～1０:30 

10:30～11:00 

11:00～12:30 

 

 

 

12:30  

受付開始 

総会 

シンポジウム② 

「スプリント講座：中京大中京高校のスプリント実践」 

理論編 

移動 

実技編 

シンポジスト：北村  肇（中京大中京高等学校） 

コーディネーター：理論編 安井 年文（青山学院大学） 

実技編 稲垣 徳文（宮崎北高等学校） 

閉会式 

閉会の挨拶 土江 寛裕（東洋大学）理事長 
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一般発表・発表方法 
一般発表（口頭発表）は下記の２種類の系に分けて行います．  

 (ｉ)実験・自然科学系（発表 8 分＋質疑応答 4分）    

実験や競技会などにおいて得られた自然科学的データに基づいて行われた研究．発表

は必ず“緒言–目的–方法–結果–考察–まとめ”といった手順であること． 

 (ⅱ)実践・コーチング系（発表 12分＋質疑応答 3 分） 

指導やトレーニングの報告など、経験的知見に基づいて行われた研究の発表．発表の手

順は特に指定しない． 

  

大会参加申込方法 
 一般発表の筆頭発表者は，原則として日本スプリント学会の会員に限ります．なお，共同

発表者は会員以外も可です．本大会より新規に日本スプリント学会に入会を希望される方

は，学会事務局にご連絡ください．入会手続き中であっても発表を行うことができます．  

本大会では，学会当日の参加登録は宮崎県在住の方に限定的に行います（高校生以上）．

中学生以下は，「公開講座」および「中京大中京高校のトレーニング：実技編」を除き，参

加できません．  

  

大会参加費 
・会員 2000 円  

・一般 3000 円（大学生，大学院生 1000 円） 

・宮崎県在住で当日参加の高校生のみ参加費を無料といたします． 

 

その他・お問い合わせ 
 本大会に関する最新の情報は，日本スプリント学会 HPにてご案内致します．随時ご確認

頂きますよう，よろしくお願い致します。 

 

■日本スプリント学会 HP 
URL：https://www.sprintresearch.com/ 

 

■日本スプリント学会事務局 
〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺 5－10－1 

青山学院大学 遠藤俊典 

TEL：042-759-6014 

FAX：042-759-6438 

Email：endot@si.aoyama.ac.jp 
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公開講座 
日本スプリント学会・宮崎陸上競技協会・宮崎市共催プログラム  

「山縣亮太選手 日本新記録樹立記念 公開講座」

（宮崎県民対象公開講座） 

 

山縣亮太 選手 

 

＜主な経歴と記録，大会成績＞ 

 

１９９２年６月１０日生まれ 

広島県広島市出身． 

鈴が峰小学校で陸上競技を始める．修道中学校，修道高等

学校，慶應義塾大学と進学し，現在はセイコーに所属．東

京五輪では日本選手団主将を務めた． 

 

    １００ｍ   ９秒９５（２０２１年 布勢スプリント） 

    ２００ｍ  ２０秒４１（２０１３年 関東インカレ） 

  ４×１００ｍＲ ３７秒６０（２０１６年 リオデジャネイロ五輪） 

  

  ・２０１３ユニバーシアード１００ｍで銀メダル． 

 ・日本選手権１００ｍで２度の優勝．       

  ・国体１００ｍで少年Ｂ，少年Ａ，成年２回の優勝．  

 ・オリンピックに３度出場．（ロンドン，リオデジャネイロ，東京） 

    ロンドン，リオデジャネイロ五輪１００ｍで準決勝進出． 

  リオデジャネイロ五輪では４×１００ｍＲの１走として３７秒６０で銀メダル． 

 ・その他，国内外の大会で多くの優秀な成績を収めている． 

 

＜参考：１００ｍ 記録の推移＞ 

２００４年  小 学６年生  １２秒９６ 

２００７年  中 学３年生  １１秒２４ 

２０１０年  高 校３年生  １０秒３０（高校歴代５位タイ) 

２０１１年  大 学１年生  １０秒２３（ジュニア日本記録） 

２０１２年  大 学２年生  １０秒０７（日本歴代４位タイ） 

２０１６年  社会人２年目  １０秒０３（日本歴代４位タイ） 

２０１７年  社会人３年目  １０秒００（日本歴代２位タイ） 

２０２１年  社会人７年目   ９秒９５（日本新記録） 

 

司会 瀬藤 亮太（MRT宮崎放送アナウンサー） 

      ２０１４年入社。２０２１年３月に宮崎で開催された「シレジア 2021 世界リレー 

   選手権日本代表選考トライアル」の実況中継を担当 
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基調講演 

「日本スプリント 東京オリンピックへの挑戦」 

 

2021年夏、ついに東京オリンピックが開催されました。新型コロナウィルスによる世界的

パンデミックの影響で１年延期となりましたが、関係者の方々のご尽力により、無観客ではあ

るものの開催にこぎ着けたことは、現場を預かる者として安堵の一言に尽きました。アスリー

トは人生をかけて競技に取り組んでいます。そんな彼らのパフォーマンス発揮の場が失われず

に済んだことは、本当に良かったと思います。 

東京オリンピックでは、日本陸上競技代表選手たちは精一杯力を発揮してくれました。結果

として満足いくものも不本意なものもあったと思いますが、アスリートの競技に向かう姿勢は、

コロナ禍に沈む国民の心に何らかの活力を届けてくれたと信じています。 

スプリンター陣の活躍もしかりです。日本スプリント界のレベルは確実に上がっており、男

子4×100mリレーの金メダル獲得の期待に象徴されるように、今や、日本のスプリンターた

ちが世界の舞台を席巻する姿は、現実のものとなってきています。それだけに、今回の途中棄

権はとても残念でした。しかしながら、これは世界の頂点を目指した取り組みの結果であり、

この姿勢を決して崩すべきではないと私は思います。そして、近い将来、必ず成し遂げてくれ

るものと信じております。 

日本スプリント界がここまで来るには、当然、歴史の積み重ねがありました。日本スプリン

ト学会の存在も、1990年の設立以来、日本スプリント界発展の一翼を担ってきたことに間違

いありません。また、私自身も、少しばかりではありますが、日本スプリンター陣の活躍やそ

れにともなう日本スプリント学会での議論などに立ち会って参りましたので、その間を振り返

りながら、これまでの経緯や今後の展望についてお話しできればと思っております。 

 

演者 

麻場 一徳（山梨学院大学） 

1960年9月12日生まれ 

山梨学院大学スポーツ科学部教授 同陸上競技部部長 

筑波大学体育専門学群卒業 

筑波大学大学院修士課程体育研究科コーチ学専攻修了（体育学修士） 

日本陸連強化委員長（2015年9月～2016年9月、2017年12月～2021年9月） 

2016年リオデジャネイロオリンピック日本代表陸上競技選手団監督 

2021年東京オリンピック日本代表陸上競技選手団監督 

日本スプリント学会 理事長代行（1998～2000年）、理事長（2000～2010年）、 

副会長（2010～2020年） 
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司会 

串間 敦郎（宮崎県立看護大学） 

1962年9月17日生まれ 宮崎県立宮崎南高等学校出身 

宮崎県立看護大学看護学部教授  

筑波大学体育専門学群卒業、同大学院修士課程体育研究科コーチ学専攻修了 

日本陸上競技連盟理事（2015年～現在）、九州陸上競技協会理事長（2021年～現在）、

宮崎陸上競技協会理事長（2014年～現在）、日本スプリント学会理事（2000年～現在） 

清山ちさと選手（いちご）をはじめ全国大会で活躍する多くのハードル選手を育成。 

- 9 -



シンポジウム① 

『山縣亮太選手 日本記録樹立までの過程とこれから』 

 

 2021 年 6月 6日，100m の日本記録が山縣亮太選手によって樹立されました．9 秒

台の記録を出し，日本記録更新に至ったトレーニングの過程は，多くの陸上競技関係者に

とって興味深いトピックです．本シンポジウムでは，山縣亮太選手が日本記録を更新した

道のりに迫るため，専属コーチの高野大樹氏と，日本陸上競技連盟科学委員会協力班員で

ある大沼勇人先生を招いて，議論を行います． 

 高野氏からは，山縣選手のサポート体制，指導方針ならびに練習中のタイムにおける推

移とその解釈についてお話いただきます．特に，練習ではクラウチングスタートからの

60m走タイムを重視されており，試合までのタイムの推移や，オリンピック直前の様子な

どをお話いただきます．山縣亮太選手と高野大樹コーチが「何を」，「どのように」考え

ているのか，という現場のリアルで主観的な内容をご準備いただいております．一方，大

沼先生からは，山縣亮太選手のこれまでのレース分析をまとめてお話していただきます．

山縣亮太選手が日本記録を樹立したレースの特徴を，最高疾走速度・前半のタイム・速度

逓減率などの観点から，読み解いていただきます．さらに，シンポジウムの中では，山縣

亮太選手も交えたディスカッションを行います．選手・コーチ・研究者のそれぞれの立場

から，日本記録更新までの過程を振り返っていただきます． 

 本シンポジウムでは，現場の主観的な情報と，科学委員会からの客観的な情報を織り交

ぜることで，山縣亮太選手の日本記録樹立の過程に迫り，コーチおよび研究者にとって有

益な情報をお届けします． 

 

シンポジスト 

山縣 亮太（セイコーホールディングス株式会社 社員） 

1992年 6月 10日生まれ 

広島県出身．慶應義塾大学卒．セイコー社員．100m日本記録保持者．2012年，2016

年，2021年とオリンピック 3大会連続出場．2016年のリオデジャネイロオリンピック

では 4×100mRで銀メダル獲得．2021年 6月の布勢スプリントでは 9秒 95の日本記

録達成．同年 8月の東京オリンピックでは 100m・4×100mRの二種目に出場し，日本

選手団の主将も務めた． 
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高野 大樹（慶應義塾大学体育会競走部コーチ） 

1989年 1月 17日生まれ 

茨城県出身．埼玉大学卒，埼玉大大学院修了．卒業後は，高校教諭となる．国際陸連 CECS

公認コーチ．現在は，プロコーチとして慶應義塾大学競走部を主な拠点に，東京オリンピ

ックに出場した男子 100m の山縣亮太選手や女子 100mH の寺田明日香選手，東京パラ

リンピックに出場した高桑早生選手らを指導．2019年 4月から日本パラ陸上競技連盟の

専任コーチングディレクターを務め，東京パラリンピックにおいてユニバーサルリレーの

メダル獲得に貢献． 

※ディスカッションでは山縣亮太選手が参加予定 

 

大沼 勇人（関西福祉大学 教育学部保健教育学科 講師 同陸上競技部 監督） 

1988年 6月 13日生まれ 

奈良教育大学教育学部卒業，奈良教育大学大学院修士課程修了．鹿屋体育大学大学院博士

後期課程修了． 

日本陸上競技連盟科学委員会 協力班員 

スポーツバイオメカニクス・トレーニング科学を専門とし，科学委員としてレース分析な

ど科学的データおよび映像フィードバックを行なってきた． 

 

コーディネーター 

九鬼 靖太（大阪経済大学 人間科学部 講師 同陸上競技部 短距離コーチ） 

京都教育大学卒業，筑波大学人間総合科学研究科博士前期・後期課程修了．博士（コーチ

ング学）． 

日本スプリント学会常任理事 

陸上競技の短距離走に関する研究および指導に従事している． 
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シンポジウム② 

「スプリント講座：中京大中京高校のスプリント実践」 

 

発表内容 

１．スプリントのコンセプト 

２．一次加速指導のポイント  

３．二次加速指導のポイント  

４．等速、減速期の捉え方   

５．トレーニングについて 

 

実技内容 ：中京大中京高校のスプリントトレーニングと練習 

•神経発火テスト ノルディックハム ヒップバンド 

•Tバランス 

•PUSH UPS 

•ハンズアップSQ 

•腕スイングBOXUP 

•ハードルドリル 

•ハンズアップドリル 

•スプリントバウンドドリル 

•一次加速練習 

•300イーブンテンポ 

 

シンポジスト 
北村 肇 

愛知県名古屋市生   中京高校、早稲田大学教育学部卒 

中京大学附属中京高等学校陸上競技部監督 

＜出版等＞ 

１．トレーニングビデオ「スプリントの徹底分析」５巻 Ｔ＆Ｈ㈱  

２．高校陸上競技指導教本（講談社） ハードル担当 

３．「実践！ハードル競走のための動き作り＆ドリル、ハードルトレーニング～」（株ジャパンラ

イム） 

４．スプリント＆ハードル種目のためのオフ・シーズントレーニング集（株ジャパンライム） 

＜コーチ実績＞ 

１．全国高校総体陸上（インターハイ） 第51回男子総合優勝、第71回、74回女子総合優

勝 

２．第７８回日本選手権男子  ４Ｘ４００Ｒ 優勝 

＜陸上競技関係役職＞ 

１．愛知陸上競技協会常務理事、東海陸上競技協会理事 

２．愛知県スポーツ協会競技委員 
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コーディネーター 
安井 年文 

青山学院大学陸上競技部副部長・短距離ブロック総監督。広島県出身。筑波大学体育専門学群卒

業。コミュニティ人間科学部教授。１９９１～１９９７年、青山学院大学陸上競技部コーチ。１

９９７～１９９９年、筑波大学陸上競技部アシスタントコーチ。１９９９年から青山学院大学陸

上競技部コーチ就任。２００７、２０１３～２０１７年ユニバーシアード日本代表コーチ、２０

１９日本代表監督。日本学生陸上競技連合強化副委員長、関東学生陸上競技連盟強化委員長。日

本スプリント学会副会長としてスプリントの実践と理論の確立を展開。 

 

稲垣 徳文 

宮崎県延岡市出身 延岡西高校 中京大学体育学部卒 宮崎北高校陸上競技部監督 

１９９４年～２００４年、延岡商業高校陸上競技部監督。２００５年～２０１７年宮崎工業高校

陸上競技部監督。２０１８年～宮崎北高校陸上競技部監督。 

２００８年～（公財）全国高体連陸上競技部宮崎県競技力向上委員長（２０１１年～南九州企画

委員）。２０１８年～日本スプリント学会理事。２０１９年～（一財）宮崎陸上競技協会強化部長。 

高校トレーニング方式第８版 高校陸上基本＆実践トレーニング リレー担当。 

全国高校総体（インターハイ）２００８年男子４×４００ｍＲ３位。２０１６年男子４×１００

ｍＲ２位。ＪＯＣ日本ユース２０１３年、２０１５年男子４×１００ｍＲ優勝。２０１６年宮崎

工業高校男子４×１００ｍＲ３９”７７（学校別高校歴代３位）。 
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一般発表

会場＋オンライン同時配信（ ）のハイブリッドによる口頭発表

ｉ 実験・自然科学系

・全力ペダリング運動能力とスタートからの加速能力との関係

・異なる走速度における両脚の大腿筋活動の制御

・ 東京五輪男子 におけるレース分析

－世界記録２選手と日本 選手を比較して―

・女子短距離選手のスプリント走におけるスティフネス特性と骨盤挙動の特徴

男子短距離選手との比較から

・異なる斜度の下り坂走が固有走に与える即時効果

(ⅱ)実践・コーチング系

・超音波断層画像を用いたスプリントでの外傷・障害評価

・４× リレーにおける選手を取り巻く環境要因について

-17 -- 17 -



一般発表 

会場＋オンライン同時配信（Zoom）のハイブリッドによる口頭発表 

 

 (ｉ)実験・自然科学系   

・全力ペダリング運動能力とスタートからの加速能力との関係 

・異なる走速度における両脚の大腿筋活動の制御 

・2020東京五輪男子 400mH におけるレース分析 

－世界記録２選手と日本 3選手を比較して― 

・女子短距離選手のスプリント走におけるスティフネス特性と骨盤挙動の特徴 

男子短距離選手との比較から 

   ・異なる斜度の下り坂走が固有走に与える即時効果 

   ・男子４００ｍハードル走における歩数切換時のタイムおよびピッチの増減 

 

 (ⅱ)実践・コーチング系     

・超音波断層画像を用いたスプリントでの外傷・障害評価 

・４×100mリレーにおける選手を取り巻く環境要因について 
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全力ペダリング運動能力とスタートからの加速能力との関係 

〇江口 輝(筑波大学)，小嶺肇之(筑波大学大学院)，谷川 聡(筑波大学) 

 

 加速局面は最大疾走速度に到達するまでに重要な局面を担うことから，加速能力を発達

させることが最大疾走速度を高め，100ｍのパフォーマンス向上に繋がると言える．トレー

ニング現場では跳躍運動やペダリング運動が評価およびトレーニングの手段として用いら

れており，跳躍能力およびペダリング能力は疾走速度との関係があることが報告されてい

る．しかし，これらの能力は体力的側面からの評価・トレーニングに留まっており、技術的

側面については疾走能力との関係性を検討しているものは見当たらない．そこで本研究で

は，短距離選手の全力ペダリング運動能力を技術的側面から明らかにし，加速能力および跳

躍能力との関係を明らかにすることを目的とした． 

 対象者は，陸上競技の短距離種目を専門とする男子大学生 8 名とした．実験試技はクラウ

チングスタートからの 30 m の全力疾走（光電管を用いてタイムを 10 m 毎に計測すると共

に，ハイスピードカメラを用いてパンニング撮影），6 秒間の全力ペダリング運動

（WattbikePro を用いて 100 Hz でペダリング運動中のデータを取得），立ち幅跳びおよび垂

直跳びを実施した． 

 体力的側面の結果として，30 m 全力疾走の各地点通過タイムと全力ペダリング運動の最

大発揮パワーおよび最大発揮力との間に有意な負の相関関係が認められた．また，30 m 通

過タイムに対する各地点通過時間の比率と全力ペダリング運動の最大発揮パワーおよび最

大発揮力との間に有意な負の相関関係が認められた．一方，技術的側面の結果として，全力

ペダリング運動の最大力発揮地点と 30 m 全力疾走の各地点通過タイムおよび 30 m 通過タ

イムに対する各地点通過時間の比率との間に有意な負の相関関係が認められた．さらに，全

力ペダリング運動の最大力発揮地点と被験者毎の垂直跳び/立ち幅跳びの比率との間に有意

な負の相関関係が認められ，垂直跳び優位な人ほど全力ペダリング運動時における最大力

発揮地点が早く出現し，立ち幅跳び優位な人ほど全力ペダリング運動時における最大力発

揮地点が遅く出現している．以上のことから，全力ペダリング運動時の最大発揮パワーおよ

び最大発揮力だけでなく、最大力発揮力地点が加速能力に影響を及ぼしていることが推察

された．また，6 秒間全力ペダリング運動は体力的側面だけでなく技術的側面からの評価お

よびトレーニングの手段としても有効である可能性が示唆された． 
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異なる走速度における両脚の大腿筋活動の制御 

〇欠畑岳 1)、後藤悠太 2)、礒繁雄 1)、彼末一之 1) 

 早稲田大学スポーツ科学学術院 1)，早稲田大学スポーツ科学研究科 2) 

 

【緒言】 

 短距離走では股関節が主要な力発揮を担う。そこで本研究では、大腿直筋(RF)と大腿二頭

筋(BF)に着目し、「主働筋－拮抗筋の切替え」、「両脚の主働筋の協調性」という視点から、

異なる走速度における両脚の大腿筋活動の制御の特徴について解明することを目的とした。 

【方法】 

 陸上競技短距離選手 18 名(WA Score: 1052.5±93.3 点、男子 100m、10.46 秒相当)は、異な

る 7 つの主観的努力度(SE)：20%、40%、60%、80%、90%、95%、100%SE で 50m 走を実施

した。分析区間(30-50m)における走速度、ピッチ、ストライドを算出した。また、両脚の RF、

BF の筋活動を無線筋電装置で記録し、onset と offset のタイミングを算出した。これらを基

に「主働筋-拮抗筋の切替え：“Switch”」、「両脚の主働筋の協調性：“Scissors”」を筋制御の評

価指標として定義した。 

【結果】 

 SE の増加に従い、走速度とピッチは有意に増加した。ストライドも有意に増加したが、

80%SE で最大値となった。高速度域(>9m/s：80-100%SE)では、RF、BF の活動時間の有意な

増加が認められた。また、“Switch”および“Scissors”の時間が有意に短縮された。 

【考察】 

 高速度域(>9m/s)では高いピッチ(>4Hz)が観察され、スウィング期における RF の活動時間

の増加が認められた。これは、スウィング脚の速度を増加させ、高いピッチを獲得するため

の戦略であると考えられる。 

 ピッチの増加には両脚の素早い下肢動作が重要となるが、高速度域では、スウィング脚の

RF と、接地(反対)脚の BF の活動のタイミング“Scissors”が短縮された。これは、両脚の素早

い下肢動作を達成するための筋制御の特徴であると考えられる。また、高速度域では、 

“Switch”の時間が短縮された。以上より、高速度のスプリントにおいては、より高度かつ繊

細な両脚の大腿筋活動の制御能力が要求されることが示唆される。 
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2020 東京五輪男子 400mH におけるレース分析 

－世界記録２選手と日本 3 選手を比較して― 

〇野澤啓佑(ミズノ) 長谷伸之助(早稲田大学スポーツ科学研究科)  

欠畑岳(早稲田大学スポーツ科学学術院) 礒繁雄(早稲田大学スポーツ科学学術院) 

 

【緒言】 

今年開催された東京 2020 オリンピック競技大会男子 400mH において、ワーホルム選手が

45”94、ベンジャミン選手 46”17 と共に世界記録を大幅に更新した。本研究は、世界記録を

更新した 2 名(以下 W･B)と、同大会に出場した日本人選手 3 名（K,A,Y）のレース分析を通

して、今後の男子 400mH の課題を検討した。 

【方法】 

W･B2 名と日本人選手 3 名の計 5 名を分析対象とした。日本 3 選手は、今年度 SB のレース

を対象とした。レース分析はビデオカメラで撮影した動画、および YouTube で公開されて

いる動画を用いた。レース動画から、区間タイムを算出し、前半区間（185m：スタートから

5H）と後半区間（215m：5H からゴール）を比較した。 

【結果及び考察】 

１所要時間（前半・後半）[前半区間%]  

 W：      45”94(19.90・26.04) [43.13%] 

 B：      46”17(20.17・26.00) [43.68%] 

 K：      48”68(20.82・27.86) [42.76%] 

 A：       48”87(21.07・27.80) [43.11%] 

 Y：       48”84(21.79・27.05) [44.61%] 

2 日本 3 選手の主な特徴 

K 選手：前半区間%が W･B に比べ、最も低値であり前半に重点を置いていた選手に分類で

きる。そのため後半区間、タイムの増加が非常に高い。 

A 選手：前半区間%は、W･B と近似した数値であったが、歩数切換を実施する５H から６H

において、タイムが著しく増加していた。 

Y 選手:前半区間%が W･B に比べて高値であり、後半型の選手といえる。しかし、前半区間

に要したタイムにより世界のレース展開から離れてしまう。このことは走りの協応が後半

しかできないことが課題である。 
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女子短距離選手のスプリント走におけるスティフネス特性と骨盤挙動の特徴 

：男子短距離選手との比較から 

○太田和希（筑波大学大学院），前村公彦（筑波大学），谷川 聡（筑波大学） 

 

 これまでにスプリント走における骨盤の挙動に関する研究は男子短距離選手を対象とし

ており，女子短距離選手を対象としたスプリント走中の骨盤挙動の特徴は検討されていな

い．また，スプリント走における疾走速度の獲得には骨盤挙動が影響及ぼしていることや接

地から支持期中盤の局面で定義しているスティフネスは地面反力と関連していることから，

男女におけるスティフネスの違いは支持期中盤から離地にかけての骨盤の挙動に影響を及

ぼしていることが考えられる．そこで本研究は，男女短距離選手のスプリント走の比較を通

して，女子短距離選手におけるスティフネス特性および骨盤挙動の特徴について示すこと

を目的とした． 

 対象者は，陸上競技の短距離種目を専門とする女子大学生 8 名，男子大学生 8 名の計 16

名とした．実験試技は，クラウチングスタートからの 60 m の全力疾走とした．その際に，

赤外線カメラを用いて疾走動作を撮影し，約 50 m 地点に埋没したフォースプラットフォー

ムで地面反力を計測した． 

 主な結果は以下の通りであった．女子は男子と比較して鉛直スティフネスが有意に低か

った．また，女子は男子と比較して比重心高変位が有意に大きかった．さらに，女子は男子

と比較して離地にかけて骨盤挙上下制角度が有意に大きかった．以上のことから，女子短距

離選手は男子短距離選手よりも低い鉛直スティフネスが支持期中盤から離地にかけてみら

れる遊脚側の骨盤の大きな挙上動作に影響を及ぼしていることが推察される． 
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異なる斜度の下り坂走が固有走に与える即時効果 

○中山滉一(中京大学大学院)，榎将太(中京大学)，牧野瑞輝(中京大学大学院)， 

 庄司一眞(中京大学大学院)，眞鍋芳明(中京大学) 

 

【Ⅰ．研究背景と目的】 疾走能力の向上を目的としたトレーニングのひとつに下り坂走が

ある．これまでの下り坂走の研究では，６週間のトレーニングを実施したところ最大速度お

よびピッチの増大を報告している（Paradisis and Cookes.,2004）．また，異なる斜度（0~5°）

を比較した研究では斜度の増大に伴い疾走速度が増大し，５°条件にて膝関節の屈曲変位が

増大する特徴的な疾走動作を生じたとしている（Nakayama et al.,submitted）．このことから，

下り坂走トレーニングは斜度によって固有走に与える影響が変化する可能性が考えられる．

これらの動作変容を明らかにすることはトレーニング方法の利用に有用な知見を提示でき

ると考えられる．よって，本研究の目的は，異なる斜度の下り坂走が固有走に即時に与える

影響を明らかにすることとした． 

【Ⅱ．方法】 対象者は男子大学生陸上競技者 23 名（11.40±0.46sec）とし，事前測定（60m

走）後，斜度別に３条件に分けた（Control 群：n=8，3°群：n=7，5°群：n=8）．実験は指定さ

れた W-Up を行い，Pre 測定（60m×2），介入（各条件 60m×5），Post 測定（60m×2）の順で

行い，Pre-Post を比較した．測定は室内走路を用いて，45m 地点の走動作をハイスピードカ

メラにて撮影した．得られた映像よりステップパラメータおよび関節角度を算出し，統計解

析には二元配置分散分析を採用した． 

【Ⅲ．結果】 疾走速度，ピッチ，ストライドに主効果，交互作用は認められなかった．支

持時間（5°群：増大），接地距離（Control，5°群：増大）に交互作用，単純主効果が認められ

た．各関節角度では，接地時の股関節角度（Control 群：減少）下腿角度（３°群：増大）に

交互作用，単純主効果が認められた． 

【Ⅳ．考察】 5°条件の支持時間の増大は接地時の下腿角度が増大したことによる接地距離

増大によるものであると考えられる．エリートスプリンターは，接地距離が短く，接地時間

が短い特徴があるとし(Kanz and Kaufman.,1981)，Mero and Komi et al（1987）は接地前方距

離の増大は，ブレーキフォースを増大させると報告している．また，Nagahara et al.（2018）

は，加速局面から最大速度局面にかけて，ブレーキフォースを抑制することによって，最大

速度を高めることを示唆している．以上より，5°条件の下り坂走は即時に疾走速度を高める

トレーニングとして適さないことが示唆された． 
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男子４００ｍハードル走における歩数切換時のタイムおよびピッチの増減 

〇長谷伸之助（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）、欠畑岳（早稲田大学スポーツ科学  

 学術院）、野澤啓佑（ミズノ）、礒繁雄（早稲田大学スポーツ科学学術院） 

 

【緒言】 

 男子 400ｍハードル走において、インターバル間の歩数配分は重要である（森丘ら, 2000）。

特に、レース中盤から後半では疲労の影響などから歩数を増加させる戦略（以下、切換）が

要求される。400ｍハードル走におけるストライドパターンの先行研究は、報告されている

が（長沢, 1996；森丘ら, 2000）、歩数の切換時による、前後区間のインターバルタイムやピ

ッチの影響については、報告されていない。そこで、本研究では、歩数の切換時に着目し、

その前後区間のインターバルタイムおよびピッチの相違を明らかにすることを目的とした。 

【方法】 

 2021 年度男子国内主要競技会（グランプリ 3 大会・日本選手権）に参加した 17 名を分析

対象とした。レース分析には、ビデオカメラで撮影した動画、および YouTube で公開され

ている動画を用いた。レース動画から、インターバルタイム、ピッチ、歩数を算出した。そ

して、歩数の切換前区間（以下、Ｈ－１区間）、歩数の切換時区間（以下、Ｈ区間）、歩数の

切換後区間（以下、Ｈ＋１区間）の 3 区間におけるインターバルタイムとピッチの違いを検

討するために、一元配置分散分析を用いて有意差検定を行った。 

【結果】 

 分析対象としたレースタイムは、49.85 秒±0.51 であった。インターバルタイムは、Ｈ－１

区間、Ｈ区間、Ｈ＋１区間の順に有意に増加した。しかし、ピッチにおいては、Ｈ区間が他

の 2 区間より有意に高値を示した。 

【考察】 

 被験者全員がＨ区間において、ピッチを一時的に高めていた。つまり、Ｈ区間でピッチを

増加させることで、タイムの低下を最小限に留めていたと考えられる。しかし、その後に続

くＨ＋１区間では、ピッチが有意に低下した。これらの結果から、歩数の切換時にはピッチ

の増加、すなわち一度リズムが「崩れる」といえる。歩数切換は重要な戦略であるが、切換

時においてリズムを崩さないこと、またなるべく歩数切換を行わず同じリズムで走り切る

レース展開が有効である可能性が考えられる。 
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超音波断層画像を用いたスプリントでの外傷・障害評価 

○向井 直樹（筑波大学体育系 茨城陸上競技協会医事委員会）   

 小川 健、原 友紀、中川 将吾、長澤 圭吾（茨城陸上競技協会医事委員会） 

 

陸上競技場には診断に使用できる機器が少なく、医師などの医療関係者が救護を担当し

ていても、診断に難渋することが少なくない。演者らは全日本中学校陸上競技選手権の競技

会医務に超音波断層画像装置（U S）を使用し、適切に判断ができた事例を経験したので報

告する。 

【使用機種】G E 社製ポータブル超音波断層診断装置、Vscan を使用した。 

【事例１】１５歳男性。２００m レース後、右股関節上部に疼痛を自覚し、医務室を受診。

疼痛は右上前腸骨棘周囲にあったが腫脹はなし。U S で同部に不整を認め近医紹介。X 線像

で右上前腸骨棘不全骨折と診断された。 

【事例２】１５歳男性。１１０m H レースで転倒し右肩から走路に落下。レースを中断し車

椅子で医務室に搬送。右鎖骨周辺の疼痛を訴えたが、変形はなかった。疼痛が著しく、U S

で鎖骨にわずかな変位があったため近医紹介。X 線で右鎖骨骨折と診断されベルト固定を

受けた。 

【事例３】１５歳男性。４００m リレー第３走者。曲走路の中央付近で左大腿後部に疼痛が

出現し、レース後に車椅子で医務室搬送。左大腿二頭筋長頭中央に疼痛と圧痛があり、スト

レッチによる疼痛増強もあり。陥凹はなく、U S で筋線維走行の乱れはなかった。大腿二頭

筋長頭肉離れと診断し、冷却とバンデージで圧迫をした。 

【考察】U S による評価は軟部組織の病変や外傷・障害で利用されることが多いが、骨折の

評価にも用いることができることが知られている。今回の事例は骨の損傷２、筋損傷１であ

るが、骨の評価は X 線がない医務室での確認に有用で、競技者とコーチに実際に画像を見

てもらって医療機関受診の必要性を納得してもらうことが迅速にできた。今回の筋損傷で

は U S での所見はなかったが、重症度についての説明ができたと考えている。 

【結語】スプリントを含む陸上競技の医務で、超音波断層装置の利用は診断と重症度評価に

役立つことを示した。今後救護に携わる人材がこの使用法を習得し、超音波断層画像を使用

して評価することにより、医療機関受診が帰宅後でいいのかその場で必要なのか判断する

ための正確な情報を得るにも有用である。 
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４×100m リレーにおける選手を取り巻く環境要因について 

〇後藤 賢二（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科） 

 

１ はじめに 

これまでの４×100m リレーの研究は，パス方法や受け走者の疾走速度，パス動作時間，パ

ス完了位置などに注目したものが多い．このような量的情報を用いた研究は，実験と同一の

条件下では再現性があるものの，他の要因を考慮できない（していない）点に注意をする必

要がある．一方，実践現場は，実験環境とは異なり，選手のパフォーマンスを決定する環境

的要因は数多く存在するため，特定の知見のみに注目をしたコーチングにならないよう留

意をする必要がある．研究と実践の関係は，実践から様々な指導法が生み出され，実践知と

して研究側に提供され，その実践知は研究によって検証検討され，理論値へと昇華される形

で実践へ還元がされることが望ましい．つまり，研究領域と実践領域は互いの特長と限界を

理解しながら，相補的・円環的に進展していく必要がある．特に陸上競技の中でも４×100m

リレーは，バトンパス動作によってチームパフォーマンスの多くが決定され，そこには多く

の要因が介在する．そこで本発表では，４×100m リレーにおいて，選手が置かれる環境の特

徴に注目し，環境的要因とパフォーマンスとの関係について，先行研究で明らかになってい

ることと，今後明らかにするべきことを整理する． 

２ 環境要因の概要 

(1)外的環境 

①直線とコーナーを疾走する 

・１・３走が曲線，２・４走が直線，とは限らない ・レーンの差を考慮する必要がある 

②風の要因が存在する 

・トラックを１周するため，真逆の影響を受ける区間が存在  

・バトンパスの成否に直結するため足長選択が慎重になりがち 

(2)運動者の動作の特徴 

①スタートの姿勢 

・１走はクラウチングスタート，２～４走はスタンディングスタート 

・２～４走は後方を見てスタートをする必要がある 

②疾走中に腕の挙上動作がある 

・渡し走者は最終局面で挙上動作が入る・受け走者は加速局面で挙上動作が入る 
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会場へのアクセス 
 

宮崎市民プラザ 

〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西１丁目１−２ 

TEL.0985-24-1008 FAX.0985-29-2244 

https://www.siminplaza.com/ 

 

ひなた宮崎県総合運動公園 

〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野１４４３−１２ 

TEL：0985-58-6543 FAX：0985-58-4560 

http://mppf.or.jp/undou/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひなた宮崎県総合運動公園 

宮崎市民プラザへは 

空港をご利用の方 

宮崎空港からバスで 25 分 

タクシーで 20 分 

電車・バスをご利用の方 

宮崎駅・南宮崎駅からバスで 10 分、 

徒歩で 30 分 

橘通 1 丁目バス停をご利用ください。 

橘通 1 丁目バス停から徒歩 3 分 

宮崎市民プラザ 
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協賛一覧

株式会社 アポワテック

ウェルアート株式会社

株式会社 永和産業

株式会社大橋知創研究所

株式会社 クレイマージャパン

株式会社 サン・ワイズ

焼肉 しもふり亭

株式会社 セレスポ

株式会社 ＴＥＡＭ

株式会社 ニシ・スポーツ

バルの２月

株式会社 フォーアシスト

三桜電気工業株式会社

株式会社 宮交シティ

宮崎太陽銀行

（以上５０音順）
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株式会社 セレスポ

株式会社 ＴＥＡＭ

株式会社 ニシ・スポーツ

バルの２月

株式会社 フォーアシスト

三桜電気工業株式会社

株式会社 宮交シティ

宮崎太陽銀行

（以上５０音順）
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日本スプリント学会

場  所

期  日

宮崎市民プラザ オルブライトホール
ひなた宮崎県総合運動公園陸上競技場（実技）

2021年11月27日
土

11月28日
日

主  催

一般財団法人宮崎陸上競技協会

共  催

日本スプリント学会 宮崎大会第32回
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