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大会会長あいさつ
日本スプリント学会会長 山崎一彦

日本スプリント学会大会は第 回を開催するにあたり、川本和久前副会長が 月に逝
去されました。生前は、本学会の発展に大きく寄与され、コーチとして数多くのオリンピ
アンを輩出されました。特に女性スプリンターを日本陸上史上最も多く世界へ送り出した
名伯楽でした。この場をお借りして、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
さて、今年度の日本スプリント学会の新たな挑戦として、陸上競技以外のスプリント走

に枠を広げていくことを目的に、「スプリントオンラインセミナー」を３回開催いたしま
した。こちらは、陸上競技の現場や研究者はもちろんですが、それ以外の領域の方々が多
く参加し盛会に終わりました。来年度もさらにスプリントについて様々な領域の方々との
交流の場を増やしていきたいと考えております。
今年の日本「陸上競技」のスプリント界の最大のトピックスといえば、オレゴン世界選

手権で 年から世界主要競技会の入賞が途絶えていた男子 4×400mリレーで４位入賞
しアジア新記録をマークしたことでしょう。この成果には、 年前から大きな戦略と戦術
変更を実行したことからであると確信しております。日本陸連強化スタッフは前半
の通過タイムにあると分析し、いわゆる前半型選手の起用とトレーニング戦略を立案して
いきました。そのトレーニング戦略の大幅変更の土台として大きく関与されたのが、今学
会大会の基調講演にお招きしているクインシー・ワッツ氏です。ワッツ氏はご自身が
年バルセロナオリンピック 走で金メダル。コーチとして、本年の世界選手権では男
子 で ・ノーマンが金メダル、男子 ハードルにおいても ・ベンジャミンが
銀メダルとなるなど、世界的に活躍しているコーチです。本大会ではビデオ講演となりま
すが、世界トップと日本マイルチームの躍進、日本の育成からの課題などを語っていただ
く予定としており、今後の日本陸上界に大きな影響を及ぼす内容となりそうです。
シンポジウムは、昨年男子 ハードルで世界メダルレベルの記録（ 秒 ）を叩

き出した泉谷駿介選手（住友電工）、学生ナンバーワンで今年の世界選手権日本代表とな
った村竹ラシッド選手（順天堂大学）をお招きします。長年低迷していたスプリントハー
ドル界がなぜ活況し始めたのか、「スプリントハードル躍進の秘密」を日本陸連科学委員
会でスプリントハードルの競技分析を長年担当している貴嶋孝太氏（大阪体育大学）とコ
ーチである私で躍進の秘密を探っていきます。
講演・ワークショップでは、昨年現役引退した 、 日本記録保持者でオリンピ

ック準決勝進出するなどの長年活躍した唯一無二の女性スプリンター、福島千里氏を迎え
ます。ご本人が語るスプリント観を引退後初めて全貌が聞ける絶好の機会となりました。
「世界基準のスプリント、スプリントハードルへの挑戦」をテーマに多くの方々との意

見交換ができることを楽しみにしております。
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大会会頭あいさつ
順天堂大学スポーツ健康科学部学部長

和氣秀文

この度、日本スプリント学会第 回大会を 年 月 日（土）から 日（日）
の 日間の日程で、陸上競技を愛してやまない順天堂大学のさくらキャンパスにて開催さ
せていただくことになりました。ご参加いただく皆様に心より歓迎を申し上げます。
奇しくも、本学では「スプリント」を題材とした研究プロジェクトが進行中です。

年 月に「スポーツ」と「医学」分野の有機的な連携を強化する組織としてスポーツ健康
医科学推進機構（ ）が設立されました（機構長：鈴木大地氏）。そのプロジェクト
の柱の一つが、ハイパフォーマンス研究であり、今年は、「速く走る」をテーマにしたセ
ミナー（全６回）を開催しました。「スプリント」という “速く走ること”について、トッ
プアスリート、コーチ、トレーナー、スポーツ科学系研究者は勿論のこと、医学系研究者
も巻き込んだ議論を展開し、最先端のハイパフォーマンス研究を推進し、得られた成果を
実践に落とし込んでいくことを目標に、活発な意見交換を行いました。日本スプリント学
会は、スプリントに関する科学的研究に貢献し、スポーツ実践におけるスプリントの向上
を目的としている学会であると伺っております。スプリント研究に大きな関心を寄せてい
る本学での学会大会開催はまさに願ったり叶ったりの機会となりました。
さて、今大会のテーマは、「世界基準のスプリント、スプリントハードルへの挑戦」で

す。第 日目の基調講演では、米国・ の陸上競技ディレクターである
氏に録画講演をしていただきます。 氏は、ご自身がオリンピック金メダリストでも
ありますが、世界トップクラスの選手を多数育成しているコーチです。 氏に師事す
る選手の中でも今年の世界選手権において男子 で金メダルを獲得し、一躍有名にな
った 選手は、陸上競技選手として活躍した日本人を母に持つアメリカ人
選手ということで、深い親近感を覚えました。本講演では、日米の垣根を越えた貴重なお
話を聞けるものと大変楽しみにしております。また、シンポジウムでは本学の学生時代に
驚異的な日本記録を樹立した泉谷駿介選手と、本学の現役学生で日本代表選手である村竹
ラシッド選手が登壇されます。陸上競技場で汗を流す姿とは異なる一面を見ることができ
ると期待しております。 日目に開催されるワークショップでは、本学大学院在学中の福
島千里氏が修士論文作成の集大成として臨む講演となっており、孤高の日本女子スプリン
ターの全貌を初めて自身の言葉から振り返っていただきます。
このさくらキャンパスで、多くの研究者と指導者、アスリートの皆様にご参加いただき、

有意義な意見交換ができれば幸甚です。皆様のご参加をこころよりお待ちしております。
最後に、学会大会開催にあたり日本スプリント学会および学会関係者、ご協賛いただい

た多くの関係者の皆様に感謝申し上げます。

日本スプリント学会第 回大会

（ハイブリッド開催）
期 日 年 月 日 土 、 日（日）
会 場 順天堂大学さくらキャンパス 号館および順天堂大学陸上競技場

〒 千葉県印西市平賀学園台
京成酒々井駅（西口）からバス・タクシーで 分、徒歩 分
酒々井駅（西口）からバス・タクシーで 分

主 催 日本スプリント学会
開催方式 会場＋オンライン同時配信（ ）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 有川 秀之 伊東 浩司
大会会頭 和氣 秀文
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 山崎一彦
運営副委員長 青木和浩
運営委員 土江 寛裕 豊田 裕浩 前村 公彦 遠藤 俊典 大橋 祐二 九鬼 靖太

杉林 孝法 岩﨑 崇文 富永 琢磨
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大会会頭あいさつ
順天堂大学スポーツ健康科学部学部長

和氣秀文

この度、日本スプリント学会第 回大会を 年 月 日（土）から 日（日）
の 日間の日程で、陸上競技を愛してやまない順天堂大学のさくらキャンパスにて開催さ
せていただくことになりました。ご参加いただく皆様に心より歓迎を申し上げます。
奇しくも、本学では「スプリント」を題材とした研究プロジェクトが進行中です。

年 月に「スポーツ」と「医学」分野の有機的な連携を強化する組織としてスポーツ健康
医科学推進機構（ ）が設立されました（機構長：鈴木大地氏）。そのプロジェクト
の柱の一つが、ハイパフォーマンス研究であり、今年は、「速く走る」をテーマにしたセ
ミナー（全６回）を開催しました。「スプリント」という “速く走ること”について、トッ
プアスリート、コーチ、トレーナー、スポーツ科学系研究者は勿論のこと、医学系研究者
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実践に落とし込んでいくことを目標に、活発な意見交換を行いました。日本スプリント学
会は、スプリントに関する科学的研究に貢献し、スポーツ実践におけるスプリントの向上
を目的としている学会であると伺っております。スプリント研究に大きな関心を寄せてい
る本学での学会大会開催はまさに願ったり叶ったりの機会となりました。
さて、今大会のテーマは、「世界基準のスプリント、スプリントハードルへの挑戦」で

す。第 日目の基調講演では、米国・ の陸上競技ディレクターである
氏に録画講演をしていただきます。 氏は、ご自身がオリンピック金メダリストでも
ありますが、世界トップクラスの選手を多数育成しているコーチです。 氏に師事す
る選手の中でも今年の世界選手権において男子 で金メダルを獲得し、一躍有名にな
った 選手は、陸上競技選手として活躍した日本人を母に持つアメリカ人
選手ということで、深い親近感を覚えました。本講演では、日米の垣根を越えた貴重なお
話を聞けるものと大変楽しみにしております。また、シンポジウムでは本学の学生時代に
驚異的な日本記録を樹立した泉谷駿介選手と、本学の現役学生で日本代表選手である村竹
ラシッド選手が登壇されます。陸上競技場で汗を流す姿とは異なる一面を見ることができ
ると期待しております。 日目に開催されるワークショップでは、本学大学院在学中の福
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最後に、学会大会開催にあたり日本スプリント学会および学会関係者、ご協賛いただい
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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
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運営委員
運営委員長 山崎一彦
運営副委員長 青木和浩
運営委員 土江 寛裕 豊田 裕浩 前村 公彦 遠藤 俊典 大橋 祐二 九鬼 靖太
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大会日程
第 日目 年 月 日（土） 会場：順天堂大学さくらキャンパス 号館

受付開始

～ 開会式
開会の挨拶 山崎一彦（順天堂大学・日本スプリント学会会長）

和氣秀文（順天堂大学スポーツ健康科学部学部長・
第 回日本スプリント学会会頭）

～ 基調講演（インタビュー録画の上映）
「日本代表男子マイルチームのトレーニング：オレゴン世界陸上に

おける日本記録更新までの取り組み」
演者： （

： ）
司会：土江寛裕（東洋大学・日本スプリント学会理事長）
通訳：淺田大吾（日本陸上競技連盟）

～ シンポジウム
「スプリントハードル躍進の秘密」
シンポジスト：貴嶋孝太（大阪体育大学）

「科学的データからみる男子 ハードルの躍進」
山崎一彦（順天堂大学）
「 ハードルのコーチングとトレーニング」
泉谷駿介（住友電工）
村竹ラシッド（順天堂大学）

コーディネーター：大橋祐二（日本女子体育大学）

～ 口頭発表（会場＋オンラインのハイブリッドによる発表）
①実験・自然科学系（発表 分＋質疑応答 分）
座長：渡邉信晃（山形大学）

②実践・コーチング系（発表 分＋質疑応答 分）
座長：九鬼靖太（大阪経済大学）

第 日目 年 月 日（日） 会場：順天堂大学さくらキャンパス 号館（理論）
さくらキャンパス陸上競技場（実技）

～ 受付開始

～ 総会

～ スプリント講座
「女子スプリンターにおける世界への挑戦」

～ 第一部講演
「福島千里の競技的発達過程とスプリント理論」
シンポジスト：福島千里（順天堂大学大学院）
コーディネーター：児玉育美（フリーランスライター）

陸上競技場へ移動

～ 第二部ワークショップ
「福島千里のスプリントトレーニング」
シンポジスト：福島千里（順天堂大学大学院）
コーディネーター：山崎一彦（順天堂大学）

閉会式
閉会の挨拶 土江寛裕（東洋大学・日本スプリント学会理事長）
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大会日程
第 日目 年 月 日（土） 会場：順天堂大学さくらキャンパス 号館

受付開始

～ 開会式
開会の挨拶 山崎一彦（順天堂大学・日本スプリント学会会長）

和気秀文（順天堂大学スポーツ健康科学部学部長・
第 回日本スプリント学会会頭）

～ 基調講演（インタビュー録画の上映）
「日本代表男子マイルチームのトレーニング：オレゴン世界陸上に

おける日本記録更新までの取り組み」
演者： （

： ）
司会：土江寛裕（東洋大学・日本スプリント学会理事長）
通訳：淺田大吾（日本陸上競技連盟）

～ シンポジウム
「スプリントハードル躍進の秘密」
シンポジスト：貴嶋孝太（大阪体育大学）

「科学的データからみる男子 ハードルの躍進」
山崎一彦（順天堂大学）
「 ハードルのコーチングとトレーニング」
泉谷駿介（住友電工）
村竹ラシッド（順天堂大学）

コーディネーター：大橋祐二（日本女子体育大学）

～ 口頭発表（会場＋オンラインのハイブリッドによる発表）
①実験・自然科学系（発表 分＋質疑応答 分）
座長：渡邉信晃（山形大学）

②実践・コーチング系（発表 分＋質疑応答 分）
座長：九鬼靖太（大阪経済大学）

第 日目 年 月 日（日） 会場：順天堂大学さくらキャンパス 号館（理論）
さくらキャンパス陸上競技場（実技）

～ 受付開始

～ 総会

～ スプリント講座
「女子スプリンターにおける世界への挑戦」

～ 第一部講演
「福島千里の競技的発達過程とスプリント理論」
シンポジスト：福島千里（順天堂大学大学院）
コーディネーター：児玉育美（フリーランスライター）

陸上競技場へ移動

～ 第二部ワークショップ
「福島千里のスプリントトレーニング」
シンポジスト：福島千里（順天堂大学大学院）
コーディネーター：山崎一彦（順天堂大学）

閉会式
閉会の挨拶 土江寛裕（東洋大学・日本スプリント学会理事長）



－ 6－

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 分＋質疑応答 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 分＋質疑応答 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。

※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。

大会参加申込方法
当日参加申込は、現地にて受付いたします。なお、オンライン参加申込は事前申込のみ

対応します。オンライン参加をご希望の場合、当日受付はできませんのでご注意ください。

大会参加費
事前申込：会員 円、一般参加者（臨時会員） 円、大学生・大学院生 円
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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 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
：

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

ホームページ
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基調講演 インタビュー録画の上映
「日本代表男子マイルチームのトレーニングオレゴン世界陸上における

日本記録更新までの取り組み」

年のアテネオリンピックでは、男子４ リレー（４継）、男子 リレー
（マイル）両種目が 位入賞という成果を得ました。その後、４継は 年大阪での日
本新、 年北京五輪での銅（のちに銀）、 年リオ五輪では銀メダルを獲得し、日本
のお家芸となりましたが、一方のマイルリレーは長く苦しい時代に突入しました。

年から男子マイルリレーが日本スポーツ協会（ ）の「次世代ターゲットスポー
ツの育成支援事業」の対象種目となり、 年パリ五輪でのメダル獲得に向けて、強化が
始まりました。
そこで課題として挙げたのが、マイルチームの「スピード強化」でした。マイルではレ

ースの展開や位置取りが重要になります。前半の は、世界は 秒の半ばまでスピ
ード化していましたが、それに日本は遅れをとっていました。強化の具体的方法としては、
スピード型 トレーニングの最高峰である南カリフォルニア大学（ ）との協力関
係を作り、そこでの強化を実施することでした。 は、日本人のお母さんを持つマイケ
ル・ノーマン選手を育てた大学で、その監督はオリンピック チャンピオンのクイン
シー・ワッツ氏です。
今回はワッツ氏にインタビューを行い、この３年間の日本チームに対しての取り組みと、

日本人選手の印象を振り返っていただき、今後の可能性についても伺いました。さらには
のトレーニングの特徴や、ワッツ氏の指導スタイルなどについてもお話しいただきま

した。

演者
氏

（ ：
）

＜主な経歴＞
年 月 日生まれ

アメリカ ミシガン州デトロイト出身
サッター中学校で陸上競技を始め、カルフォルニア州ウッドランドヒルズのタフト高

校、南カルフォルニア大学（ ）へと進学。大学時には陸上競技だけでなく、大学の
フットボールチームにてワイドレジーバーとして優秀な成績を収めた。

現役時代は 年のバルセロナ五輪で と × で つの金メダル、
年の世界選手権では × で金メダルと銀メダルをそれぞれ つ獲得。アメリカチ
ームの 回の世界記録更新に貢献した。なお 年に樹立した 分 秒 は現在の
世界記録であり、未だ打ち破られていない。

年に現役を引退し、母校であるタフト高校のヘッドコーチに就任。その後ハーバ
ードウェストレイクスクールでアシスタントトラックコーチ、 で男女両方のスプリ
ントアシスタントコーチを務め、現在は同大学のヘッドコーチを務める。指導者として、

年世界選手権オレゴン大会 チャンピオンのマイケル・ノーマン選手や
位のライ・ベンジャミン選手らを育てるなど、指導者としても活躍をしている。

次世代ターゲットスポーツの育成支援委託事業においてアドバイザリーコーチと
して男子 × チームが 年から指導を仰ぎ、 年世界選手権オレゴン大会
における日本記録と 位入賞を果たした。

司会
土江寛裕（東洋大学・日本スプリント学会理事長）

年 月 日生まれ
島根県出身、東洋大学法学部企業法学科 教授
日本スプリント学会 理事長
日本陸上競技連盟強化委員会強化ディレクター（男女短距離担当）

通訳
淺田大吾（日本陸上競技連盟事務局）

年 月 日生まれ
年卒。公益財団法人日本陸上競技連盟経営企画部国際課、公認

競技者代理人（ ）、世界陸上競技選手権大会日本代表選手団渉外（ ・ ）、東
京オリンピック競技大会陸上競技 担当、 年男子 次世代ターゲ
ット事業対 契約交渉サポート
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シンポジウム
「スプリントハードル躍進の秘密」

年から 年の 年間における、国内男子 ハードル（以降、「 」と
する）の記録の変遷をたどると、
①日本記録または日本タイ記録が合わせて 度誕生。
②各年のリストトップの記録が 秒 短縮（ 年； 秒 、 年； 秒 ）。
③各年のトップ の平均値が 秒 短縮（ 年； 秒 、 年： 秒 ）。
④日本歴代 傑のうち、 つ誕生。

がそれぞれなされました。
特に、日本記録の変遷では、谷川聡（当時・ミズノ）が 年から 年間保持した
秒 の記録を、 年に金井大旺選手（当時・福井県スポ協）が 秒 に塗り替

えると、翌 年に高山峻野選手（ゼンリン）が 秒 に更新しました。そして、
年 月の日本選手権（ 日、長居・大阪）の決勝で泉谷駿介選手（当時・順天堂大、

現・住友電工）が 秒 の日本新記録を樹立しました。
日本陸上競技連盟の科学委員会では、国内外の主要競技会における レース中の

走速度や時間分析結果をもとに、出場した選手たちのパフォーマンスを分析しています。
本シンポジウムでは、日本記録保持者である泉谷選手のこれまでのレース分析結果を基に、
記録が更新された要因を検討いたします。また、泉谷選手とともに日本のトップハードラ
ーとして活躍中で、日本歴代 位（ 秒 ）の記録を持つ村竹ラシッド選手（順天堂大）
のレース分析結果もお示しいたします。
分析結果から、両選手の特徴や記録向上の要因、今後に期待することなどをご参加の皆

さまとディスカッションしたいと思います。

シンポジスト
貴嶋孝太（大阪体育大学）演題：「科学的データからみる男子 ハードルの躍進」

年 月 日生まれ
鹿児島県出身。大阪体育大学卒、大阪体育大学大学院博士後期課程単位取得退学。
日本陸上競技連盟 科学委員会委員、強化委員会スタッフ（ハードル）。
関西学生陸上競技連盟 強化委員会ヘッドコーチ補佐。
陸上競技公認コーチ
専門はバイオメカニクスで、ハードル走や短距離走などの動作や、競技力向上のための
トレーニング・コーチングに興味を持つ。

山崎一彦（順天堂大学）演題：「 ハードルのコーチングとトレーニング」
年 月 日生まれ

埼玉県与野市出身。武南高校卒、順天堂大学体育学部体育学科卒、筑波大学大学院体育
研究科修了。日本陸上競技連盟強化委員長。 、 、 年オリンピック出場
（ ）。 年世界選手権 位（ ）日本記録 回更新 、 、アジ
ア記録（ 当時）。オリンピック出場者、世界選手権出場者、日本選手権優勝者を多
数育成。

泉谷駿介（住友電工）
年 月 日生まれ

神奈川県出身 順天堂大学卒 住友電工社員 ハードル日本記録保持者。 ｍハ
ードル ： “ 走り幅跳び ： 年と 年世界陸上の日本代表、

年の東京オリンピックでは準決勝進出。

村竹ラシッド（順天堂大学）
年 月 日生まれ

千葉県出身 順天堂大学在籍 ｍハードルの自己ベストは “ 、日本歴代 位。
ｍハイハードルのＵ２０日本記録保持者。 年世界陸上の日本代表。

コーディネーター
大橋祐二（日本女子体育大学）
日本女子体育大学体育学部准教授、同大学陸上競技部短距離ブロックコーチ。
筑波大学大学院体育研究科修了（修士）。研究分野はハードル走のバイオメカニクス。
日本陸上競技連盟では、 年から現在まで強化育成部コーディネーターを務め、
世界選手権に日本代表スタッフとして帯同している（ 年、 年、 年）。さ
らに、 年から現在まで強化委員会委員（ハードル）を務めている。日本スプリント
学会常任理事。
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学会常任理事。



－ 12－

スプリント講座
「女子スプリンターにおける世界への挑戦」

日本の女子スプリントを長年牽引してきた福島千里さんが、 年シーズンを区切りと
して、競技活動の第一線から退きました。小学 年から陸上を始め、中学から本格的にス
プリンターとしてのキャリアをスタートさせた福島さんは、中学・高校の段階で、すでに
全国で上位の成績を残していましたが、高校を卒業して 年目の 年シーズンに、
ｍで 秒 の日本タイ記録（当時）を出し、同年の北京オリンピック女子 ｍに、日
本人として 年ぶりの出場を果たしたことで一躍「日本のエース」に名乗りを上げ、以
降、日本女子短距離の歴史を塗り替え続けてきました。記録面では、 ｍ・ ｍともに
日本記録を複数回更新。日本女子初の 秒 台突入（ ｍ）と 秒台突入（ ｍ）を
果たしました。 年に出した ｍ 秒 、 年に出した 秒 のパーソナル
ベストは、今も日本記録として輝きを放っています。
日本選手権において ｍ・ ｍともに 回の優勝を誇り、 ～ 年には 年連

続で 冠を獲得するなど、「女王」として揺るぎのない力で私たちを魅了してきた福島さ
んですが、同時に、日本の女子スプリンターがこれまで誰も近づくことのできなかった
「世界で戦う」を実現させるために、未開の地を切り拓き、自ら道をつくっていった「開
拓者」でもありました。世界大会には、オリンピックは 年北京大会以降 大会連続
で、世界選手権では 年ベルリン大会から 大会連続で出場。 年テグ世界選手権
では ｍ・ ｍともに準決勝へ進出、 年北京世界選手権でも ｍで準決勝まで
駒を進めるなど、世界を舞台とする戦いに、常に挑み続けてきました。その過程において、
福島さんが、どんな点に課題や限界を覚え、何を獲得あるいは克服すべきと考えたのか。
また、実現に向けて、どんな技術の習得やトレーニングを目指し、取り組んだのかを知る
ことは、日本女子スプリント界にとって、かけがえのない財産となるはずです。
今回のスプリント講座では、「女性スプリンターにおける世界への挑戦」をメインテー

マとして、福島さんが積み重ねてきた、その取り組みの一端を、紹介していただけること
になりました。第一部の講演では、競技力の高まりとともに、自身の考え方や取り組みが、
どう変遷していったかを振り返っていただくとともに、日本の女子スプリンターが世界で
戦えるようになるために必要な事柄を、参加された皆さんと一緒に考えていきます。第二
部のワークショップでは、福島さんの強力なストロングポイントであった「スタートから
の立ち上がり局面」をはじめとして、動きの捉え方や自身が取り組んできたトレーニング
方法などを紹介していただきます。

シンポジスト
福島千里（順天堂大学大学院）

＜主な経歴と記録、大会記録＞
年 月 日生まれ

北海道幕別町出身
小学校 年生で陸上を始め、幕別町立糠内中学校の時に

ジュニアオリンピック出場、中学 年時の全日本中学校選
手権では ｍ・ ｍで 位となる。
北海道帯広南商業高等学校を経て北海道ハイテク 、

に所属し競技生活を送る。
個人で 大会連続オリンピックへ出場し、 年 月に現役を引退する。
女子 、 の日本記録保持者。

●自己ベスト
秒 （ 年） 日本記録
秒 （ 年） 日本記録

・オリンピック 大会出場（ 北京、 ロンドン、 リオデジャネイロ）
・世界選手権 大会出場（ ベルリン、 大邱、 モスクワ、 北京）
・ 年広州アジア大会二冠（ ｍ、 ｍ）
・日本選手権 年連続二冠（ 、 ）

＜参考：記録の推移＞

・ 年 月 織田記念陸上 秒 日本記録タイ
・ 年 月 スプリント挑戦記録会（第 レース） 秒 日本記録
・ 年 月 スプリント挑戦記録会（第 レース） 秒 日本記録
・ 年 月 織田記念陸上 秒 日本記録

・ 年 月 静岡国際陸上 秒 日本記録
・ 年 月 日本陸上競技選手権 秒 日本記録
・ 年 月 静岡国際陸上 秒 日本記録
・ 年 月 日本陸上競技選手権 秒 日本記録
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第一部講演
「福島千里の競技的発達過程とスプリント理論」

シンポジスト
福島千里（順天堂大学大学院）

コーディネーター
児玉育美（フリーランスライター、編集者）
陸上競技マガジン元編集長。東京女子体育大学卒業後、ベースボール・マガジン社で
『陸上競技マガジン』の編集業務に 年間携わったほか、スポーツ関連書籍の編集、
トレーニング専門誌『陸上競技クリニック』の創刊・編集に従事。フリーランスとなっ
た 年以降は、日本陸連オフィシャルライターをはじめとして、陸上競技の取材・
撮影、執筆、編集業務をメインとした活動に取り組んでいる。

第二部ワークショップ
「福島千里のスプリントトレーニング」

シンポジスト
福島千里（順天堂大学大学院）

コーディネーター
山崎一彦（順天堂大学）
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口頭発表
会場＋オンラインのハイブリッドによる発表

ｉ 実験・自然科学系（発表 分＋質疑応答 分）
・ミニハードル疾走における骨盤回旋の動作様式と力発揮特性：通常疾走と比較して
・マーク走トレーニングにおける大腿筋活動の制御
・力学的エネルギー利用の有効性とロングスプリントパフォーマンスとの関係
・全力ペダリング運動は 走パフォーマンスをどこまで定量できるか？
・スプリントハードル走におけるハードル間 歩に関するバイオメカニクス的研究
－疾走速度との関係から－

(ⅱ)実践・コーチング系（発表 分＋質疑応答 分）
・ 走と短距離障害走の関係に関する一考察
―海外コーチ・研究者の記述を基にして―

・4×100mリレーにおけるオーバーゾーンの実態調査
－国内主要大会の競技結果の分析－

・スプリントの接地に関する指導言語の現状と特質
―テキストマイニングによる接地ストラテジーの解明―

・陸上競技の知見を効果的に用いた，ゴール型球技のスプリント指導法の検討
・スプリント選手のための臨床コーチング メディカル・サポート・コーチングを活
用した対話術

・タッチダウンタイムを元にした の指導記録

ミニハードル疾走における骨盤回旋の動作様式と力発揮特性：通常疾走と比較して

○太田和希（筑波大学大学院），加藤優尚（筑波大学大学院），前村公彦（筑波大学），

谷川聡（筑波大学）

本研究は，男子短距離選手を対象にミニハードル疾走と通常疾走の動作様式および力発

揮特性の比較を通して，ミニハードル疾走における骨盤回旋の動作様式と力発揮特性につ

いて示すことを目的とした．大学短距離競技者 名を対象に，ミニハードルを走路上に

設置してスタンディングスタートからの のミニハードル疾走とクラウチングスター

トからの の通常疾走を実施し，ミニハードル疾走における骨盤回旋の動作様式と力

発揮特性について検討した．なお，ミニハードルの設置位置は，ミニハードル疾走が規定

されたインターバル内を高いピッチで走り抜けることを目的としているため，対象者ごと

の通常疾走におけるストライドの 間隔に調整した．その結果，ミニハードル疾走は

通常疾走よりもピッチが有意に高く，ストライドは有意に小さかった．また，ミニハード

ル疾走は通常疾走よりも離地時において支持脚側の骨盤が大きく前方回旋しており，支持

期中の骨盤前方回旋角度変位も有意に大きかった．さらに，ミニハードル疾走は通常疾走

よりも支持期中の腰仙関節捻転トルクの成分の積分値が有意に大きかった．加えて，支持

脚の大腿前後方角度に着目してみると，ミニハードル疾走は通常疾走よりも離地時におい

て支持脚の大腿が前方に位置していた．これらのことから，ミニハードル疾走は，支持期

中盤から離地にかけて遊脚側への腰仙関節捻転トルクを大きく発揮して，離地前から支持

脚側の骨盤の大きな前方回旋動作を導いており，骨盤に付随して動いている脚のリカバリ

ー動作を早めて疾走速度の獲得に寄与していることが考えられる．
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マーク走トレーニングにおける大腿筋活動の制御

〇欠畑 岳 後藤 悠太 礒 繁雄 彼末 一之
東京大学 早稲田大学 立命館大学 順天堂大学

緒言
陸上競技のトレーニングではマーク走が広く実施されている。マーク走は、任意のイン

ターバルで設置されたマークを素早く駆け抜けることで、 神経系へ刺激を与える トレー
ニングと考えられている。しかし、マーク走がスプリント走のパフォーマンスや神経筋活
動へ与える影響は不明である。スプリント走では大腿筋が主要な力発揮を担うことから、
本研究は、大腿直筋 と大腿二頭筋 に着目し、マ
ーク走における大腿筋活動の制御の特徴を解明することを目的とした。

方法
大学男性陸上競技短距離選手 名 走 秒相当 は、通常のスプリント走およ

び 種類のインターバル 身長比 倍、 倍、 倍 で設置したマーク走 台 をいず
れも最大努力で実施した。ハイスピードカメラの映像より、各条件における時空間変数 走
速度、ピッチ、ストライド を算出した。同時に、両脚の および の筋活動をワイヤ
レス筋電装置で記録し、筋活動の のタイミング を算出した。これらの変
数について各条件間で比較した。

結果と考察
走速度は、通常のスプリント走が最も高く ± 、マーク走 倍 ±

、 倍(8.86 ± 0.24 m/s)、 倍(7.81 ± 0.30 m/s)の順に低下した。また、マ
ーク走ではストライドが減少し、ピッチは増加した。ピッチの増加は、接地時間でなく滞
空時間の短縮によるものであった。

筋活動のタイミングについて、マーク走では が早期に観察された。マーク走
では滞空時間が短縮するため、次の接地へ向けスウィング脚をより素早く活動させる 股関
節屈曲を素早く実現させる 必要があり、そのための適応であると考えられる。さらに、マ
ーク走では、接地期の が短縮された。このことは、マーク走ではストライドが
制限されるため、股関節伸展のために働く の活動を抑制していたことを示唆する結果
である。

まとめると、マーク走では、通常のスプリント走よりも高いピッチを実現するために、
スウィング脚のより素早い活動 と、接地脚の活動を抑制する という つの適応を
もたらすことが示された。このような変化について、指導現場の視点から考えてみると、
マーク走は「脚が流れないように！ 」、「遊脚を素早く前に！ 」といった点を誘導
するためのトレーニング方法として有効である可能性がある。

力学的エネルギー利用の有効性とロングスプリントパフォーマンスとの関係

○村冨浩太朗（筑波大学大学院人間総合科学研究群）

長谷川貴大（筑波大学大学院人間総合科学研究群）

古橋侑季 （筑波大学大学院人間総合科学研究群）

谷川聡 （筑波大学体育系）

前村公彦 （筑波大学体育系）

【目的】ロングスプリント走において高いパフォーマンスを発揮するためには、高速度域

で効率的に疾走する能力が求められる。本研究では、疾走動作の効率を評価する「力学的

エネルギー利用の有効性指数（ ： ）」とロングスプリントパフォーマ

ンスとの関係を明らかにすることを目的とした。【方法】対象者は、大学陸上競技部男子

短距離選手 名とし、クラウチングスタートから の全力疾走を行った。この際、

前半（ 地点）および後半（ 地点）の疾走動作をハイスピードカメラ（

、 社、 ）を用いて撮影し、 を含む つのエナジェティクス変数

を算出した。【結果】 走パフォーマンスと前半の との間には有意な負の相関関係

が認められ（ － 、 ）、全身で発揮した力学的仕事量をより有効に疾走速度

へと変換している者ほどパフォーマンスが高かった。一方、 走パフォーマンスと後

半の との間には有意な正の相関関係が認められ（ 、 ）、前半とは相反す

る結果が得られた。また、 走パフォーマンスと身体内の力学的エネルギー伝達量と

の関係を検討した結果、前半においてのみ有意な負の相関関係が認められ（ － 、

）、後半では有意な相関関係は認められなかった。【結論】ロングスプリント走にお

いて高いパフォーマンスを発揮するためには、レース前半では力学的仕事量を抑えた効率

の良い走りをすることが重要である一方、レース後半では疾走動作の効率を高めることは

重要ではなく、大きな力学的仕事量を獲得することが重要である可能性が示唆された。
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マーク走トレーニングにおける大腿筋活動の制御

〇欠畑 岳 後藤 悠太 礒 繁雄 彼末 一之
東京大学 早稲田大学 立命館大学 順天堂大学

緒言
陸上競技のトレーニングではマーク走が広く実施されている。マーク走は、任意のイン

ターバルで設置されたマークを素早く駆け抜けることで、 神経系へ刺激を与える トレー
ニングと考えられている。しかし、マーク走がスプリント走のパフォーマンスや神経筋活
動へ与える影響は不明である。スプリント走では大腿筋が主要な力発揮を担うことから、
本研究は、大腿直筋 と大腿二頭筋 に着目し、マ
ーク走における大腿筋活動の制御の特徴を解明することを目的とした。

方法
大学男性陸上競技短距離選手 名 走 秒相当 は、通常のスプリント走およ

び 種類のインターバル 身長比 倍、 倍、 倍 で設置したマーク走 台 をいず
れも最大努力で実施した。ハイスピードカメラの映像より、各条件における時空間変数 走
速度、ピッチ、ストライド を算出した。同時に、両脚の および の筋活動をワイヤ
レス筋電装置で記録し、筋活動の のタイミング を算出した。これらの変
数について各条件間で比較した。

結果と考察
走速度は、通常のスプリント走が最も高く ± 、マーク走 倍 ±

、 倍(8.86 ± 0.24 m/s)、 倍(7.81 ± 0.30 m/s)の順に低下した。また、マ
ーク走ではストライドが減少し、ピッチは増加した。ピッチの増加は、接地時間でなく滞
空時間の短縮によるものであった。

筋活動のタイミングについて、マーク走では が早期に観察された。マーク走
では滞空時間が短縮するため、次の接地へ向けスウィング脚をより素早く活動させる 股関
節屈曲を素早く実現させる 必要があり、そのための適応であると考えられる。さらに、マ
ーク走では、接地期の が短縮された。このことは、マーク走ではストライドが
制限されるため、股関節伸展のために働く の活動を抑制していたことを示唆する結果
である。

まとめると、マーク走では、通常のスプリント走よりも高いピッチを実現するために、
スウィング脚のより素早い活動 と、接地脚の活動を抑制する という つの適応を
もたらすことが示された。このような変化について、指導現場の視点から考えてみると、
マーク走は「脚が流れないように！ 」、「遊脚を素早く前に！ 」といった点を誘導
するためのトレーニング方法として有効である可能性がある。

力学的エネルギー利用の有効性とロングスプリントパフォーマンスとの関係

○村冨浩太朗（筑波大学大学院人間総合科学研究群）

長谷川貴大（筑波大学大学院人間総合科学研究群）

古橋侑季 （筑波大学大学院人間総合科学研究群）

谷川聡 （筑波大学体育系）

前村公彦 （筑波大学体育系）

【目的】ロングスプリント走において高いパフォーマンスを発揮するためには、高速度域

で効率的に疾走する能力が求められる。本研究では、疾走動作の効率を評価する「力学的

エネルギー利用の有効性指数（ ： ）」とロングスプリントパフォーマ

ンスとの関係を明らかにすることを目的とした。【方法】対象者は、大学陸上競技部男子

短距離選手 名とし、クラウチングスタートから の全力疾走を行った。この際、

前半（ 地点）および後半（ 地点）の疾走動作をハイスピードカメラ（

、 社、 ）を用いて撮影し、 を含む つのエナジェティクス変数

を算出した。【結果】 走パフォーマンスと前半の との間には有意な負の相関関係

が認められ（ － 、 ）、全身で発揮した力学的仕事量をより有効に疾走速度

へと変換している者ほどパフォーマンスが高かった。一方、 走パフォーマンスと後

半の との間には有意な正の相関関係が認められ（ 、 ）、前半とは相反す

る結果が得られた。また、 走パフォーマンスと身体内の力学的エネルギー伝達量と

の関係を検討した結果、前半においてのみ有意な負の相関関係が認められ（ － 、

）、後半では有意な相関関係は認められなかった。【結論】ロングスプリント走にお

いて高いパフォーマンスを発揮するためには、レース前半では力学的仕事量を抑えた効率

の良い走りをすることが重要である一方、レース後半では疾走動作の効率を高めることは

重要ではなく、大きな力学的仕事量を獲得することが重要である可能性が示唆された。
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全力ペダリング運動は 走パフォーマンスをどこまで定量できるか？

〇吉本隆哉（鹿児島国際大学），佐藤拳太郎（早稲田大学），大沼勇人（関西福祉大学），
千葉佳裕（城西大学）

背景と目的
競技スポーツ現場ではしばしば全力ペダリング運動が行われており， 走記録との関
係についても明らかにされている（前村ら， ；森ら， ）．しかしながら，時々
刻々と変化するパワーや最大パワーに対する平均パワーの比率について明らかにした報告
は見当たらない．

そこで本研究は， 秒間の全力ペダリング運動によって 走パフォーマンスをど
こまで定量できるかを明らかにすることを目的とした．

方法
被検者

大学男子短距離・ハードル選手 名（年齢 20.3±1.9 歳，身長 74.1.4±5.5 cm，体重
65.5±5.6 kg）とした．

測定項目
秒ウィンゲートテスト

無酸素性作業能力を評価するために，本研究では自転車エルゴメータ上（
， 社製）で 秒間の全力ペダリング運動を行わせた．

走
被検者には全天候型の陸上競技場においてスパイクを着用させたうえで， の全力

走を行わせた．陸上競技場中央に高速度カメラ（ ， ）を設置し，
スタートの合図とゴール通過がわかる位置にコーンを置いたうえで，撮影を行った．

結果
秒毎の体重当たりの平均パワーは，ペダリングの前半ほど 走記録との間に強い負

の相関関係を示し，後半にかけて徐々に相関関係が弱くなる傾向にあった．一方で， 秒
毎の最大パワーに対する平均パワーの比率は前半において 走記録との有意な相関関
係はみられないものの，ペダリング運動の中盤にかけて有意な正の相関関係がみられ，

秒区間において相関係数は最大値を示し，その後微減する傾向にあった．

考察
本研究では， 走において高い体重当たりの最大パワーを獲得できる能力が重要と

なることが明らかとなった．また，全力ペダリングの前半ほど 走記録との間に強い
相関係数を示す一方，最大パワーに対する比率は中間から後半にかけて高い者ほど
走記録が遅い傾向にあった．

まとめ
秒間の全力ペダリング運動において序盤から大きな力を発揮し，後半に余力を残せな

い者ほど 走記録が良いことが明らかとなった．本研究では，縦断的な変化について
は究明していないため，最大パワーを高めること，後半にかけても発揮できるパワーを増
大させることが 走にどのような影響を与えるのか，今後明らかにしていく必要があ
る．

スプリントハードル走におけるハードル間 歩に関するバイオメカニクス的研究
－疾走速度との関係から－

○柴山一仁（仙台大学）

【緒言】
スプリントハードル走では，全ての選手がハードルの踏切で鉛直速度の増加とともに水

平速度が減少し，ハードル間のインターバル走で水平速度を回復するという 歩のサイク
ルを持つ（ ， ）．しかしハードル間の各歩について，キネティクスを含めて
詳細に分析し，競技パフォーマンスとの関連について検討した研究はみられない．本研究
では，スプリントハードル走選手のハードル間における 歩のバイオメカニクス的特徴に
ついて，疾走速度との関連を明らかにすることを目的とした．
【方法】
被験者は 走を専門とする男子選手 名（ ：15.02±0.64s）とし，ハードル

台走中の 台目から 台目ハードルまでの区間における動作を，光学式三次元自動動作分
析装置を用いて撮影し，各歩支持期の地面反力を測定した．被験者の身体に貼付した反射
マーカから，身体各部位の 次元座標値を算出して平滑化後，筋骨格モデル動作解析ソフ
トを用いてデータを算出した．パフォーマンスとの関係について検討するために，分析区
間における身体重心速度の平均値と各算出項目について，ピアソンの積率相関係数を算出
した．有意水準は 未満とした．
【結果および考察】
疾走速度の大きい選手ほど各歩の身体重心水平速度が大きく， 歩目の支持期時間

（0.11±0.01s， ， ）と 歩目の支持期後半時間（0.08±0.01s， ，
）が短かった．表は各歩支持期の地面反力について示したものである．疾走速度

が大きい選手ほど 歩目の前後方向における平均力（加速成分）が大きく，同様に 歩目
の力積（加速成分）が小さかった．鉛直方向については，疾走速度の大きい選手ほど 歩
目と 歩目における力積が小さかった．このとき，疾走速度の大きい選手は， 歩目にお
いて支持脚股関節が支持期中常により屈曲位にあった．
以上のことから，疾走速度の大きい選手は， 歩目の短い支持時間で加速を抑えるととも
に， 歩目においてより加速しやすい姿勢を保持することにより，ハードルへの踏切で鉛
直方向への加速を抑え，より水平方向に加速していたことが明らかとなった．

算出項目

1歩目 2歩目 3歩目 4歩目

平均値
±SD

r
平均値
±SD

r
平均値
±SD

r
平均値
±SD

r

前後方向平均力（正）
（N/kg）

3.54±1.37 -0.357 4.73±0.89 0.353 3.98±0.99 -0.479 3.29±0.82 0.678*

前後方向力積（正）
（Ns/kg）

0.25±0.11 -0.429 0.40±0.08 0.307 0.32±0.09 -0.666* 0.18±0.06 0.565

鉛直方向力積（Ns/kg） 2.49±0.40 -0.636* 3.08±0.29 0.247 2.48±0.18 -0.088 4.03±0.25 -0.686*

*：p<0.05，**：p<0.01，***：p<0.001

表 各歩の地面反力
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全力ペダリング運動は 走パフォーマンスをどこまで定量できるか？

〇吉本隆哉（鹿児島国際大学），佐藤拳太郎（早稲田大学），大沼勇人（関西福祉大学），
千葉佳裕（城西大学）

背景と目的
競技スポーツ現場ではしばしば全力ペダリング運動が行われており， 走記録との関
係についても明らかにされている（前村ら， ；森ら， ）．しかしながら，時々
刻々と変化するパワーや最大パワーに対する平均パワーの比率について明らかにした報告
は見当たらない．

そこで本研究は， 秒間の全力ペダリング運動によって 走パフォーマンスをど
こまで定量できるかを明らかにすることを目的とした．

方法
被検者

大学男子短距離・ハードル選手 名（年齢 20.3±1.9 歳，身長 74.1.4±5.5 cm，体重
65.5±5.6 kg）とした．

測定項目
秒ウィンゲートテスト

無酸素性作業能力を評価するために，本研究では自転車エルゴメータ上（
， 社製）で 秒間の全力ペダリング運動を行わせた．

走
被検者には全天候型の陸上競技場においてスパイクを着用させたうえで， の全力

走を行わせた．陸上競技場中央に高速度カメラ（ ， ）を設置し，
スタートの合図とゴール通過がわかる位置にコーンを置いたうえで，撮影を行った．

結果
秒毎の体重当たりの平均パワーは，ペダリングの前半ほど 走記録との間に強い負

の相関関係を示し，後半にかけて徐々に相関関係が弱くなる傾向にあった．一方で， 秒
毎の最大パワーに対する平均パワーの比率は前半において 走記録との有意な相関関
係はみられないものの，ペダリング運動の中盤にかけて有意な正の相関関係がみられ，

秒区間において相関係数は最大値を示し，その後微減する傾向にあった．

考察
本研究では， 走において高い体重当たりの最大パワーを獲得できる能力が重要と

なることが明らかとなった．また，全力ペダリングの前半ほど 走記録との間に強い
相関係数を示す一方，最大パワーに対する比率は中間から後半にかけて高い者ほど
走記録が遅い傾向にあった．

まとめ
秒間の全力ペダリング運動において序盤から大きな力を発揮し，後半に余力を残せな

い者ほど 走記録が良いことが明らかとなった．本研究では，縦断的な変化について
は究明していないため，最大パワーを高めること，後半にかけても発揮できるパワーを増
大させることが 走にどのような影響を与えるのか，今後明らかにしていく必要があ
る．

スプリントハードル走におけるハードル間 歩に関するバイオメカニクス的研究
－疾走速度との関係から－

○柴山一仁（仙台大学）

【緒言】
スプリントハードル走では，全ての選手がハードルの踏切で鉛直速度の増加とともに水

平速度が減少し，ハードル間のインターバル走で水平速度を回復するという 歩のサイク
ルを持つ（ ， ）．しかしハードル間の各歩について，キネティクスを含めて
詳細に分析し，競技パフォーマンスとの関連について検討した研究はみられない．本研究
では，スプリントハードル走選手のハードル間における 歩のバイオメカニクス的特徴に
ついて，疾走速度との関連を明らかにすることを目的とした．
【方法】
被験者は 走を専門とする男子選手 名（ ：15.02±0.64s）とし，ハードル

台走中の 台目から 台目ハードルまでの区間における動作を，光学式三次元自動動作分
析装置を用いて撮影し，各歩支持期の地面反力を測定した．被験者の身体に貼付した反射
マーカから，身体各部位の 次元座標値を算出して平滑化後，筋骨格モデル動作解析ソフ
トを用いてデータを算出した．パフォーマンスとの関係について検討するために，分析区
間における身体重心速度の平均値と各算出項目について，ピアソンの積率相関係数を算出
した．有意水準は 未満とした．
【結果および考察】
疾走速度の大きい選手ほど各歩の身体重心水平速度が大きく， 歩目の支持期時間

（0.11±0.01s， ， ）と 歩目の支持期後半時間（0.08±0.01s， ，
）が短かった．表は各歩支持期の地面反力について示したものである．疾走速度

が大きい選手ほど 歩目の前後方向における平均力（加速成分）が大きく，同様に 歩目
の力積（加速成分）が小さかった．鉛直方向については，疾走速度の大きい選手ほど 歩
目と 歩目における力積が小さかった．このとき，疾走速度の大きい選手は， 歩目にお
いて支持脚股関節が支持期中常により屈曲位にあった．
以上のことから，疾走速度の大きい選手は， 歩目の短い支持時間で加速を抑えるととも
に， 歩目においてより加速しやすい姿勢を保持することにより，ハードルへの踏切で鉛
直方向への加速を抑え，より水平方向に加速していたことが明らかとなった．

算出項目

1歩目 2歩目 3歩目 4歩目

平均値
±SD

r
平均値
±SD

r
平均値
±SD

r
平均値
±SD

r

前後方向平均力（正）
（N/kg）

3.54±1.37 -0.357 4.73±0.89 0.353 3.98±0.99 -0.479 3.29±0.82 0.678*

前後方向力積（正）
（Ns/kg）

0.25±0.11 -0.429 0.40±0.08 0.307 0.32±0.09 -0.666* 0.18±0.06 0.565

鉛直方向力積（Ns/kg） 2.49±0.40 -0.636* 3.08±0.29 0.247 2.48±0.18 -0.088 4.03±0.25 -0.686*

*：p<0.05，**：p<0.01，***：p<0.001

表 各歩の地面反力
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走と短距離障害走の関係に関する一考察
―海外コーチ・研究者の記述を基にして―

○民内利昭（市原高等学校） 坂田洋満（木更津工業高等専門学校） 櫻井健一（国際武
道大学）

１．はじめに
よく、短距離障害走の選手に対して 走の記録をたずねる場面に出くわす。確かに

走が速い選手の方が、短距離障害走に取り組むには好都合であろう。５年前、演者
らは、日本の短距離障害走が世界で戦えない原因について考察を行なった。その後、男女
共に日本記録の大幅な更新が見られ、世界大会で準決勝に複数名進出するまでとなった。
更に実践研究を進めて行くうちに、短距離障害走に必要不可欠なスプリントに関して、新
たな仮説を得た。前回と重複する部分もあるが、ここに発表する。

２．日本の障害走指導でよく見かける内容
短距離障害走の記録を向上させるために、走り込みと筋力トレーニングの体力向上中心

の練習内容。特に 走能力を向上させることにより、障害走の記録を向上させようと
する傾向が見られる。

３．短距離走法と短距離障害走法は異なるという優秀な海外コーチ・研究者の主張
ブレント・マクファーレン は、「ハードル競技をすることは『３つのストライドとジャ

ンプ』であると考えるべきではありません。」と述べている。サンディ・イーウェン は、
「ハードラーは、再びハードル競技をすることにもどる前に、適応能力を得ることそして
フラットに関して速く疾走することを学ぶことに、年間の大部分を過ごしてはなりません。
スピードの改善は自動的に転送されないでしょう。」と述べている。ゲラルド・マック は、
「ハードル走を短距離走と切り離して考えることはできない。（中略） （男子）もし
くは （女子）の優れたハードル選手は、 走においても優れたスプリンターでな
ければならない。」と述べているものの、「ハードルのスピードトレーニングでは、ハード
リングを含めて までの距離を用いるのがよい。正しいハードル技術でハードリングが
できないような、速いスピード練習は好ましくない。」と述べている。

４．なぜ日本の障害走指導が２のようになったのか？
上記３より、日本の障害走種目が世界でトップ争いできないのは、指導法に関する海外

の情報の取り違えや不足がその原因の一つとして考えられる。ハードラーは走り込み・体
力向上中心より、ハードルを越える練習を中心にトレーニングに取り組むべきではないか。

（詳細については、発表時に）
Brent McFarlane(2000)“The Science of Hurdling and Speed” Athletics Canada Forth 

Sandy Ewen(1981)“Differences in coaching men’s and women’s high hurdles” The 

ゲラルド・マック 改訂新版マック式短距離トレーニング 講談社

× リレーにおけるオーバーゾーンの実態調査
－国内主要大会の競技結果の分析－

○後藤賢二（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
梶川颯太（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
岡本直輝 立命館大学スポーツ健康科学部

緒言
× リレーの研究は，パス動作時間や利得距離，テイクオーバーゾーン 以下
通過時間などの量的指標によって検討されることが多く，実験条件ではセパレート

レーンの中央レーンを用いての検証が多い．しかし，実際のコーチングでは，量的指標に
とどまらず，多くの質的要因や外部の環境的要因などが複雑に関連しあいパフォーマンス
が決定される．そのため，バトンパスがうまくいかず，失格 やバトンがゴールに到
達しない 事例も見られる．環境的要因について後藤 は， 位置による走
者の見え方やレーンの曲率，走路の形状に注目しているものの，明らかになっていないこ
とが多い．そこで本研究は，バトンパスの失敗事例であるオーバーゾーン 以下 に注
目し，性別・レーン・ゾーン位置・習熟度などと の関係を明らかにし，コーチングへ
の有用な知見を提供することを目的とする．

方法
過去約 年分の主要全国大会 日本選手権，国民体育大会，インカレ，インターハイ，

ジュニアユース 全日中 における男女 × リレーのレース結果から 中の
を調査した．

結果
・男女別では，男子は女子に比べ 倍の失格率であった．
・大会別では，国体，ジュニアユユース，全日中の失格率が高い傾向にあった．
・ゾーン別では，男子の若年層の大会ほど 走の の割合が高く， 走の

の割合が低くなる傾向にあった
・レーン別では，男子の ・ レーンといった内側レーンの失格率が高い傾向にあり，男
子 の を占めていた．
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走と短距離障害走の関係に関する一考察
―海外コーチ・研究者の記述を基にして―

○民内利昭（市原高等学校） 坂田洋満（木更津工業高等専門学校） 櫻井健一（国際武
道大学）

１．はじめに
よく、短距離障害走の選手に対して 走の記録をたずねる場面に出くわす。確かに

走が速い選手の方が、短距離障害走に取り組むには好都合であろう。５年前、演者
らは、日本の短距離障害走が世界で戦えない原因について考察を行なった。その後、男女
共に日本記録の大幅な更新が見られ、世界大会で準決勝に複数名進出するまでとなった。
更に実践研究を進めて行くうちに、短距離障害走に必要不可欠なスプリントに関して、新
たな仮説を得た。前回と重複する部分もあるが、ここに発表する。

２．日本の障害走指導でよく見かける内容
短距離障害走の記録を向上させるために、走り込みと筋力トレーニングの体力向上中心

の練習内容。特に 走能力を向上させることにより、障害走の記録を向上させようと
する傾向が見られる。

３．短距離走法と短距離障害走法は異なるという優秀な海外コーチ・研究者の主張
ブレント・マクファーレン は、「ハードル競技をすることは『３つのストライドとジャ

ンプ』であると考えるべきではありません。」と述べている。サンディ・イーウェン は、
「ハードラーは、再びハードル競技をすることにもどる前に、適応能力を得ることそして
フラットに関して速く疾走することを学ぶことに、年間の大部分を過ごしてはなりません。
スピードの改善は自動的に転送されないでしょう。」と述べている。ゲラルド・マック は、
「ハードル走を短距離走と切り離して考えることはできない。（中略） （男子）もし
くは （女子）の優れたハードル選手は、 走においても優れたスプリンターでな
ければならない。」と述べているものの、「ハードルのスピードトレーニングでは、ハード
リングを含めて までの距離を用いるのがよい。正しいハードル技術でハードリングが
できないような、速いスピード練習は好ましくない。」と述べている。

４．なぜ日本の障害走指導が２のようになったのか？
上記３より、日本の障害走種目が世界でトップ争いできないのは、指導法に関する海外

の情報の取り違えや不足がその原因の一つとして考えられる。ハードラーは走り込み・体
力向上中心より、ハードルを越える練習を中心にトレーニングに取り組むべきではないか。

（詳細については、発表時に）
Brent McFarlane(2000)“The Science of Hurdling and Speed” Athletics Canada Forth 

Sandy Ewen(1981)“Differences in coaching men’s and women’s high hurdles” The 

ゲラルド・マック 改訂新版マック式短距離トレーニング 講談社

× リレーにおけるオーバーゾーンの実態調査
－国内主要大会の競技結果の分析－

○後藤賢二（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
梶川颯太（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
岡本直輝 立命館大学スポーツ健康科学部

緒言
× リレーの研究は，パス動作時間や利得距離，テイクオーバーゾーン 以下
通過時間などの量的指標によって検討されることが多く，実験条件ではセパレート

レーンの中央レーンを用いての検証が多い．しかし，実際のコーチングでは，量的指標に
とどまらず，多くの質的要因や外部の環境的要因などが複雑に関連しあいパフォーマンス
が決定される．そのため，バトンパスがうまくいかず，失格 やバトンがゴールに到
達しない 事例も見られる．環境的要因について後藤 は， 位置による走
者の見え方やレーンの曲率，走路の形状に注目しているものの，明らかになっていないこ
とが多い．そこで本研究は，バトンパスの失敗事例であるオーバーゾーン 以下 に注
目し，性別・レーン・ゾーン位置・習熟度などと の関係を明らかにし，コーチングへ
の有用な知見を提供することを目的とする．

方法
過去約 年分の主要全国大会 日本選手権，国民体育大会，インカレ，インターハイ，

ジュニアユース 全日中 における男女 × リレーのレース結果から 中の
を調査した．

結果
・男女別では，男子は女子に比べ 倍の失格率であった．
・大会別では，国体，ジュニアユユース，全日中の失格率が高い傾向にあった．
・ゾーン別では，男子の若年層の大会ほど 走の の割合が高く， 走の

の割合が低くなる傾向にあった
・レーン別では，男子の ・ レーンといった内側レーンの失格率が高い傾向にあり，男
子 の を占めていた．
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スプリントの接地に関する指導言語の現状と特質
―テキストマイニングによる接地ストラテジーの解明―

○長谷和志（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
上田憲嗣（立命館大学スポーツ健康科学部）
伊坂忠夫（立命館大学スポーツ健康科学部）

１ 研究の背景と目的
近年、スプリントパフォーマンスの向上を目的として、最大疾走速度の向上と関係性の

高い地面反力を得るための接地メカニズムの解明に関する研究が多く報告されている（豊
嶋ら など）。現場では選手個別に対応した言語表現による指導が実践されていると考
えられるが、具体的にどのような指導言語が使われているかについての詳細な報告はこれ
までに無い。
そこで、本研究では最大疾走速度を上げるため接地に関して指導現場で用いられる言語

の現状と接地ストラテジーを解明することを通し、どのような指導言語の介入が選手のパ
フォーマンス向上に有効なのかを明らかにすることを目的とする。

２ 方法
全国大会入賞選手を輩出した実績のある陸上競技部の指導者１３

名（大学１名、高校１２名）を対象とした。対象者には、以下のインタビューガイドに基
づく半構造化インタビューを行った。

高校生男子選手 走の試合映像（10”64,11”09,11”64 の異なる選手の３本）を視
聴の上、接地に関する意識や指導意識、接地に焦点化した各選手の特徴、問題点。
理想的な接地（良い接地）と最大疾走速度との関係性
使用する指導言語について（接地局面、擬音語・擬態語）
接地を改善することでパフォーマンスが改善された例
オールウェザートラックとその他サーフィスとの違い

インタビューにより得られた音声データをテキストデータに変換し、テキストデータに
対して分析を可能にするテキストマイニングツール （樋口 ）を用い、多次
元尺度構成法（２次元）および非階層クラスター分析により検証した（松田 ）。

３ 結果と今後の展望
指導者ごとの多次元尺度構成法の分析結果より、接地における選手指導においては、ほ

とんどの指導者が「乗り込む」など地面に対しての動きと感覚を重視していた。また非階
層クラスター分析により、接地の解釈に関する多様性が示唆され、使用言語も多彩であっ
た。対応分析よる詳細な解析結果を加えて、当日発表する。

陸上競技の知見を効果的に用いた，ゴール型球技のスプリント指導法の検討

〇梶川颯太（立命館大学），後藤賢二（立命館大学），岡本直輝（立命館大学）

【背景】ゴール型球技のスプリント能力が重要視されている中で，陸上競技を専門とする
者が指導を行う機会が増えてきている．しかしながら，球技と陸上競技では走法が異なる
ことや，陸上競技を専門とする者の指導は球技に活かされないといった競技場面からの指
摘もある．そこで，ゴール型球技のスプリントを構造化し，陸上競技の知見を応用できる
場面を明らかにすることで，ゴール型球技選手へのスプリント指導の基礎的知見を示すこ
とを研究目的とした．
【方法】サッカー，ラグビー，バスケットボール，ハンドボールの 競技の指導書を各
冊ずつピックアップし，走動作に関する記述内容をカードに示した．そのカードを， 法
を用いて，グループ編成及びグループの関係性を適切に示す配置を決定し，簡単なフレー
ズを用いて図解化した．
【結果及び考察】図解化した結果（図 ），ゴール型球技のスプリント局面をＡ（スター
ト），Ｂ（中間走）Ｃ（減速・停止），Ｄ（方向転換・ステップ・ターン）の つに区分す
ることができ，それが連続して行われている構造になった．カード数を比較すると，どの
競技においてもＣ，Ｄに関するカードおよびボールを持ったオフェンス時のカードが多い
ことが明らかとなった．記述内容の多くを占める場面が競技特有の動作であると考えられ，
それに該当しない場面が競技特性を持たない走動作であり，陸上競技の介入が可能である
と考えられる．球技選手の走動作は競技特有の動作から影響を受けており，記述内容に共
通してみられる「重心を低く」「腰を落とす」「踏み込み」といった競技特有の動作が関連
していることが考えられる．これらを踏まえ，今後スプリント指導を行う際に，陸上競技
の知見をどのように応用できるかを検討していく必要がある．
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スプリントの接地に関する指導言語の現状と特質
―テキストマイニングによる接地ストラテジーの解明―

○長谷和志（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）
上田憲嗣（立命館大学スポーツ健康科学部）
伊坂忠夫（立命館大学スポーツ健康科学部）

１ 研究の背景と目的
近年、スプリントパフォーマンスの向上を目的として、最大疾走速度の向上と関係性の

高い地面反力を得るための接地メカニズムの解明に関する研究が多く報告されている（豊
嶋ら など）。現場では選手個別に対応した言語表現による指導が実践されていると考
えられるが、具体的にどのような指導言語が使われているかについての詳細な報告はこれ
までに無い。
そこで、本研究では最大疾走速度を上げるため接地に関して指導現場で用いられる言語

の現状と接地ストラテジーを解明することを通し、どのような指導言語の介入が選手のパ
フォーマンス向上に有効なのかを明らかにすることを目的とする。

２ 方法
全国大会入賞選手を輩出した実績のある陸上競技部の指導者１３

名（大学１名、高校１２名）を対象とした。対象者には、以下のインタビューガイドに基
づく半構造化インタビューを行った。

高校生男子選手 走の試合映像（10”64,11”09,11”64 の異なる選手の３本）を視
聴の上、接地に関する意識や指導意識、接地に焦点化した各選手の特徴、問題点。
理想的な接地（良い接地）と最大疾走速度との関係性
使用する指導言語について（接地局面、擬音語・擬態語）
接地を改善することでパフォーマンスが改善された例
オールウェザートラックとその他サーフィスとの違い

インタビューにより得られた音声データをテキストデータに変換し、テキストデータに
対して分析を可能にするテキストマイニングツール （樋口 ）を用い、多次
元尺度構成法（２次元）および非階層クラスター分析により検証した（松田 ）。

３ 結果と今後の展望
指導者ごとの多次元尺度構成法の分析結果より、接地における選手指導においては、ほ

とんどの指導者が「乗り込む」など地面に対しての動きと感覚を重視していた。また非階
層クラスター分析により、接地の解釈に関する多様性が示唆され、使用言語も多彩であっ
た。対応分析よる詳細な解析結果を加えて、当日発表する。

陸上競技の知見を効果的に用いた，ゴール型球技のスプリント指導法の検討

〇梶川颯太（立命館大学），後藤賢二（立命館大学），岡本直輝（立命館大学）

【背景】ゴール型球技のスプリント能力が重要視されている中で，陸上競技を専門とする
者が指導を行う機会が増えてきている．しかしながら，球技と陸上競技では走法が異なる
ことや，陸上競技を専門とする者の指導は球技に活かされないといった競技場面からの指
摘もある．そこで，ゴール型球技のスプリントを構造化し，陸上競技の知見を応用できる
場面を明らかにすることで，ゴール型球技選手へのスプリント指導の基礎的知見を示すこ
とを研究目的とした．
【方法】サッカー，ラグビー，バスケットボール，ハンドボールの 競技の指導書を各
冊ずつピックアップし，走動作に関する記述内容をカードに示した．そのカードを， 法
を用いて，グループ編成及びグループの関係性を適切に示す配置を決定し，簡単なフレー
ズを用いて図解化した．
【結果及び考察】図解化した結果（図 ），ゴール型球技のスプリント局面をＡ（スター
ト），Ｂ（中間走）Ｃ（減速・停止），Ｄ（方向転換・ステップ・ターン）の つに区分す
ることができ，それが連続して行われている構造になった．カード数を比較すると，どの
競技においてもＣ，Ｄに関するカードおよびボールを持ったオフェンス時のカードが多い
ことが明らかとなった．記述内容の多くを占める場面が競技特有の動作であると考えられ，
それに該当しない場面が競技特性を持たない走動作であり，陸上競技の介入が可能である
と考えられる．球技選手の走動作は競技特有の動作から影響を受けており，記述内容に共
通してみられる「重心を低く」「腰を落とす」「踏み込み」といった競技特有の動作が関連
していることが考えられる．これらを踏まえ，今後スプリント指導を行う際に，陸上競技
の知見をどのように応用できるかを検討していく必要がある．
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スプリント選手のための臨床コーチング
メディカル・サポート・コーチングを活用した対話術

〇元吉正幸 こころと身体研究所

【はじめに】医療・教育業界において、コーチングを活用する。クライエント中心のコ
ーチングが提唱され。筆者は奥田弘美医師が提唱したメディカル・サポート・コーチング
を筆者が日本語表記した対話術を活用し。スプリント選手との相互理解と協働実践につい
て報告する。
【方法】
、 １コーチング用語を日本語表記として理解し伝えた。
、 今回は代表的な技法を抜粋して解説するが、特に言葉の塊をほぐす技法について、

解説と考察を行う。
【結果】１、まずは相手の心の扉を開く。①アイスブレーキン「緊張を解く術」。②ペ

ーシング「合気の術」、 大コアスキル「傾聴」。①ゼロポジション：器になる術②合槌と
頷き：フムフムなるほどの術。③オウム返し：やまびこ・こだまの術。「質問」①開かれ
た質問、ソクラテス問答。②未来型質問。③肯定型質問。④言葉の塊をほぐし再構築する。
「伝える」①承認する。②枕言葉で許可を取る。要望する：③餅は餅屋の術。専門的意見、
説明と同意。④一時停止：話の流れを変える術。①最後に質問したいことの確認：ドアノ
ブ質問。まとめと同意②その他の質問。２、「痛い」という言葉の塊をほぐし、再構築す
る対話により、前向きで、協働した対話が可能となる。
【考察】１、コーチング用語を日本語表記した対話により、理解がしやすく、実践しや

すくなり、スムーズな対話ができる。その上で、スプリント選手のハムストリングスが
「痛い」という言葉の塊を、経過などを詳しくソクラテス問答を行い、再構築する対話に
より、そのうえで、専門的意見などを述べていくと選手は意見を受け入れ、前向きな相互
理解と協働した対話ができる。
【最後に】今回の対話術は、スプリント選手の「痛い」う言葉の塊をはぐし、再構築す

ることは有用である。
参考文献
） 奥田弘美：「メディカル・サポート・コーチング」（株）日本医療情報センタ

ー ．
） 元吉正幸：第 回臨床コーチング研究会総会抄録集より、 。

タッチダウンタイムを元にした の指導記録

○坂田洋満（木更津工業高等専門学校）
民内利昭（市原高等学校）

押尾智幸（木更津市立太田中学校）
櫻井健一（国際武道大学）

１．はじめに
我々の研究グループは、 年度から坂田涼音選手（木更津市立太田中学校 年）のハ

ードル指導に携わって来た。坂田選手は、 年 月 日、全日本中学校陸上競技選手
権大会 で ” （ ）をマークし 位に入賞（中学歴代 位の記録）した。
その後、同年 月 日のジュニアオリンピックカップ 陸上競技大会 での
優勝と ” の中学日本新記録を目標に設定し、タッチダウンタイムを利用したハードル
指導を実施した。その結果、中学日本記録まであと 秒に迫る ” （ ）の大会
新記録（中学歴代 位）をマークし優勝を成し遂げた。今回は、その指導記録とレースで
のタッチダウンタイム分析の結果を報告する。

２．タッチダウンタイムを元にしたハードルトレーニングの考え方
スタートから 台目までを約 秒、 台目からフィニッシュまでを約 秒、これら
を合わせると約 秒がハードル 区間以外に要する時間として捉えることができる。した
がって、 秒 で走るには 台目から 台目までの 区間を 秒で通過することが条
件となり、ハードル 区間あたり平均約 秒以内で通過するハードリング技術およびイ
ンターバルラン技術が必要となる。そこで我々は、常にこの 秒を選手に意識させて、
トレーニングに取り組ませた。

３．タッチダウンタイム分析の結果
台目のハードルを越えて接地した瞬間から 台目のハードルを越えて接地した瞬間まで

を 区間のタッチダウンタイムとした。 ” をマークしたレースのタッチダウンタイム
は 区間平均タイムが 秒だった。ハードル 台目から 台目までの 区間は、全て

秒で通過したが他の区間で ～ 秒かかってしまったため、 ” を上回ること
はできなかった。なお、スタートから 台目までのタイムと 台目からフィニッシュま
でのタイムは 秒でほぼ想定通りのタイムであった。その他のタッチダウンタイム分析
等の詳細については、当日報告する。
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スプリント選手のための臨床コーチング
メディカル・サポート・コーチングを活用した対話術

〇元吉正幸 こころと身体研究所

【はじめに】医療・教育業界において、コーチングを活用する。クライエント中心のコ
ーチングが提唱され。筆者は奥田弘美医師が提唱したメディカル・サポート・コーチング
を筆者が日本語表記した対話術を活用し。スプリント選手との相互理解と協働実践につい
て報告する。
【方法】
、 １コーチング用語を日本語表記として理解し伝えた。
、 今回は代表的な技法を抜粋して解説するが、特に言葉の塊をほぐす技法について、

解説と考察を行う。
【結果】１、まずは相手の心の扉を開く。①アイスブレーキン「緊張を解く術」。②ペ

ーシング「合気の術」、 大コアスキル「傾聴」。①ゼロポジション：器になる術②合槌と
頷き：フムフムなるほどの術。③オウム返し：やまびこ・こだまの術。「質問」①開かれ
た質問、ソクラテス問答。②未来型質問。③肯定型質問。④言葉の塊をほぐし再構築する。
「伝える」①承認する。②枕言葉で許可を取る。要望する：③餅は餅屋の術。専門的意見、
説明と同意。④一時停止：話の流れを変える術。①最後に質問したいことの確認：ドアノ
ブ質問。まとめと同意②その他の質問。２、「痛い」という言葉の塊をほぐし、再構築す
る対話により、前向きで、協働した対話が可能となる。
【考察】１、コーチング用語を日本語表記した対話により、理解がしやすく、実践しや

すくなり、スムーズな対話ができる。その上で、スプリント選手のハムストリングスが
「痛い」という言葉の塊を、経過などを詳しくソクラテス問答を行い、再構築する対話に
より、そのうえで、専門的意見などを述べていくと選手は意見を受け入れ、前向きな相互
理解と協働した対話ができる。
【最後に】今回の対話術は、スプリント選手の「痛い」う言葉の塊をはぐし、再構築す

ることは有用である。
参考文献
） 奥田弘美：「メディカル・サポート・コーチング」（株）日本医療情報センタ

ー ．
） 元吉正幸：第 回臨床コーチング研究会総会抄録集より、 。

タッチダウンタイムを元にした の指導記録

○坂田洋満（木更津工業高等専門学校）
民内利昭（市原高等学校）

押尾智幸（木更津市立太田中学校）
櫻井健一（国際武道大学）

１．はじめに
我々の研究グループは、 年度から坂田涼音選手（木更津市立太田中学校 年）のハ

ードル指導に携わって来た。坂田選手は、 年 月 日、全日本中学校陸上競技選手
権大会 で ” （ ）をマークし 位に入賞（中学歴代 位の記録）した。
その後、同年 月 日のジュニアオリンピックカップ 陸上競技大会 での
優勝と ” の中学日本新記録を目標に設定し、タッチダウンタイムを利用したハードル
指導を実施した。その結果、中学日本記録まであと 秒に迫る ” （ ）の大会
新記録（中学歴代 位）をマークし優勝を成し遂げた。今回は、その指導記録とレースで
のタッチダウンタイム分析の結果を報告する。

２．タッチダウンタイムを元にしたハードルトレーニングの考え方
スタートから 台目までを約 秒、 台目からフィニッシュまでを約 秒、これら
を合わせると約 秒がハードル 区間以外に要する時間として捉えることができる。した
がって、 秒 で走るには 台目から 台目までの 区間を 秒で通過することが条
件となり、ハードル 区間あたり平均約 秒以内で通過するハードリング技術およびイ
ンターバルラン技術が必要となる。そこで我々は、常にこの 秒を選手に意識させて、
トレーニングに取り組ませた。

３．タッチダウンタイム分析の結果
台目のハードルを越えて接地した瞬間から 台目のハードルを越えて接地した瞬間まで

を 区間のタッチダウンタイムとした。 ” をマークしたレースのタッチダウンタイム
は 区間平均タイムが 秒だった。ハードル 台目から 台目までの 区間は、全て

秒で通過したが他の区間で ～ 秒かかってしまったため、 ” を上回ること
はできなかった。なお、スタートから 台目までのタイムと 台目からフィニッシュま
でのタイムは 秒でほぼ想定通りのタイムであった。その他のタッチダウンタイム分析
等の詳細については、当日報告する。
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会場へのアクセス
【会場】
順天堂大学さくらキャンパス 〒 千葉県印西市平賀学園台

代表
大学
【路線案内図】

 ＊路線バス：ちばグリーンバス 順大線 行先「学園台」
【会場周辺図】

※お車でお越しの場合は、事事前前申申請請が必要です。なお駐車場には限りがございますので、
公共交通機関をご利用ください。

※会場アクセスの詳細は下記 もしくは コードよりご確認ください。
順天堂大学交通アクセス
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会場へのアクセス
【会場】
順天堂大学さくらキャンパス 〒 千葉県印西市平賀学園台

代表
大学
【路線案内図】

 ＊路線バス：ちばグリーンバス 順大線 行先「学園台」
【会場周辺図】

※お車でお越しの場合は、事事前前申申請請が必要です。なお駐車場には限りがございますので、
公共交通機関をご利用ください。

※会場アクセスの詳細は下記 もしくは コードよりご確認ください。
順天堂大学交通アクセス

協賛・広告掲載企業一覧

アシックスジャパン株式会社

株式会社アポワテック

株式会社いいんじゃ

奥アンツーカ株式会社

株式会社

関東学生陸上競技連盟

株式会社クレーマージャパン

サンテプラス株式会社

住友電工

出版

株式会社ニシ・スポーツ

株式会社フォーアシスト

（以上 音順）
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