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{目 的)本研究では,小学Jl期 レスリング,=手の体格及び体力 運動能力について,学年 (厩年齢).性差の視点から横

Hf的検討を行った さらにレスリング選手に求められる体力特性を明らかにするため, レスリング競技の運動様式を取 り

入れた体力 運動能力を泄1定 し, 般的な体力 運動能力との関連1■ について検討した |ノ」法,4ヽ学■1期 レスリング選手

延べ 256名 を対象とした 体格は身長,体重,体脂肪率,座高を評価 した 体力・l~1動 能力は,20m走  プロアジリ

テイ テスト,立 ち幅「lLび ,反復横跳び,垂直跳び.リ バウンドジャンプ指数を測定した レスリング競技の|● 動様式を

取り入れた体力 運動能力として,タ ックルジャンプ及びレスリングシャトルランを測定した 1結果)体格は男女ともに

学年が上がるにつれ増大し,中 学年及び高学年に性差を認めた 体力 運動能力は男女ともに学年が上がるにつれ増大し,

高学年に性差がみられた タックルジャンプ及びレスリングシャトルランは体ソJ 運動能力の各体力因子間に有意な相関

関係が認められ,特 に反復横171Lび及び立ち幅跳びと強い相関F-3係 が認められた (結語,4ヽ学生期レスリング選手の体格及

び体力 運動能力は学年に応じて向上し,高学年には性差がみられた 特にレスリング競技に必要な体力特性として敏捷

1生 やll躍 能力が関与している可能性が示された
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Abstract

This study ain.red to investigate the physical characteristics and physical litness among school boys and girls wrestlers. This

cross- sectional study evaluated basic physical fitness and u'restling ability. Total of 256 elerlentary school wrestlers measurecl body

conrposition including height. body weight, body fat percentage. sitting height. The evaluation ofbasic physical firncss rvas 20- m sprint,

ProAgilitytest,standinglongjump,sidesteps,r.ertical jump,reboundjump(RJ) indexandthatofwrestlingabilityu,astacklejunrpand

wrestling slruttle run. The body composition incteascd with age lbr both boys and girls rvrestlers. The basic physical fitness and rvrcstling

abilrty rverc also increased rvith age fbr both boys and girls rvrestlers. In the 5-6 year grade. there was a sex difl-erence in body

composition and basic physical fitness and rvrcstling ability. Wrestling ability was correlated u,ith basic physical fitness during

elementary school. Thesc finding suggests that body composition^ phvsical fitness and wrestling ability increased with age, espccially

wrestling ability is strongly related u,ith quickness and explosivcness.

Key words : wrestling, clementary scliool boys and girls wrestlels, physical titness, sex cliffercnce, grorvth

I緒  言

日本の男子レスリング競技はヘルシンキオリンピック

(1957年)か らリオデジャネイロオリンピック (2016

年)ま で,16大 会連続でメダルを獲得 している さら

に,ア テネオリンピック (2004年)か ら採サ「lさ れた女

子レスリング競技においては,多 くの金メダルを獲得す

るなど日本のレスリング競技は男女ともに高い競技水準

であると考えられる このようなメダル獲得の要因の一

つとして,日 本レスリング協会によるナショナル トレー

ニングシステムの取 り組みが挙げしれる ナショナル ト

レーエングシステムは,2001年 よリオリンピックゴー

ル ドプランに則 り,日 本レスリング協会の強化委員を中

心に策定されたジュニア期から一貫 した指導のもとに将

来の日本代表を育成する取 り組みである2' ジュニア選

手に対 して一貫 した指導理念の基に育成 。強化が行われ
,

リオデジャネイロオリンピックにおいてメダルを獲得 し

た選手は,全員が幼少期からレスリングに取 り組んでい

るのが特徴的である このような背景かい,全国少年少

女 レスリング選手権 においては,2016年 は 1,592名

1204ク ラブ)2・ の選手が参加 し、小学生期のレスリン

グ競技への関心が高まっている しかしながら,小学生

期におけるレスリングの専門的 トレーニングが競技パ

フォーマンスや心身のコンディションにラえる影響につ

いては十分に検討されていない 発育発達段階に応 じた

レスリング選手の トレーニングやコンデ ィショニングを

行うことは,競技力向上だけでなく,ス ポーツ障害予防

の点からも重要な課題であると考えられる

レスリング競技は,有酸素及び無酸素性エネルギー供

給系ともに要求されるスポーツ様式であるい. レスリン

グ競技に求められる運動能力としては,競技を遂行する

上で基礎となる有酸素能力,タ ックルや投げ動作に必要

な瞬発力や筋パワー.技の攻防やフェイントなどに求め

られるアジリテイや柔軟性など,多様な技の展開に対応

するための体力及び専門的スキルが求められる 佐藤ら

は,元五輪金メダリス トと大学生競技者のタックルを比

較 した結果,1)11下動が小さい前方への速度が速いほ

ど効果的なタックル,2)前傾姿勢を維持することは重

要,3)上下動の少ない直線的な軌道が必要,と 報告 し

ている・ . また,試合分析における報告では,55 kg級

世界王者の成功平均 タックル処理時間は平均 123秒 で

ぁった3■  さらに攻撃動作の頻度の分類では,「両手片

足 タックルJが 168%,「 両足 タックルJが 158%を 占

めⅢ.レ スリング競技においてはタックル動作での攻撃

ポイントを獲得することが,競技結果に大 きく影響する

と考えられる

レスリング選手の体力評価に関する検言Jで は,久保ら

は,ト ップシエア及びジュニア男子レスリング選手にお

ける腹直筋の筋厚と腹筋テストを比較検討 し,腹直筋の

筋厚には両群間に差を認めず,体幹屈曲筋ではシニア選

手がジュニア選手よりも筋持久力に優れていることを報

告 しているJ・  レスリング選手の無酸素性パワー発揮は
,

非エリー トi翌手と比ベエリー ト選手の上半身及び ド半身

の最大無酸素パワー及び平均パワーが高値を示 し,競技

水準が影響すると考えられる113" レスリング選手の体

格に関する検討では,山 卜
‐
らは, オリンピックメダリス

トを含む男子国際大会出場者及び男子大学生における身

体周囲を比較検討 し,胸 囲では国際大会出場者が大学生

よりも優オtて いることを報告 している3●  しか しながら
,

小学生期におけるレスリング選手の体格及び体力・運動
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能力を検討 している幸晨告はほとんどななく, レスリング

の専門的 トレーニングが発育発達段階にある小学生期レ

スリング選手の体格や体力・運動能力に及ぼす影響につ

いては明らかにさオしていない

スポーツ庁における体力・運動能力調査によると、現

在の青少年の体力 運動能力は,握力及び走,跳,投能

力にかかる項 目は,体力水準が高かった昭和 60年 頃と

比較すると,中学生男子及び高校生男子の 50m走 を除

き,依然低い水準になっている 特にlTIL能力 (立 ち幅lllL

び)の 9歳 と7歳 は低下傾向にある3, スポ_ッ庁の体

力・運動能力調査を用いて発達に及ぼす影響を検討 した

三島の報告では,運動部やスポーツクラブに人っている

子供は体力・運動能力の蓄 しく発達 している時期に,大

きな トレーニング効果が得られる可能性を示唆 している

しかしながら、小学生期における体力特性の影響要因と

して,所属 している運動部やスポーツクラブなどの読技

特性を考慮する必要性を指摘 している2・  それゆえ,小

学生期におけるレスリング選手の体格及び体力・運動能

力を評価することは,レ スリング競技に必要な体力因子

を明らかにすることだけでなく, トレーニングの適時性

や発育発達段階を考慮 した トレーニングプログラムを作

成する上で重要と考えられる

そこで本研究では,小学生期におけるレスリング選手

の体格 (身体組成を含む)及び体力・運動能力について
,

学年 (暦年齢).性差の視点から横断的検討を行った さ

らにレスリング選手に求められる体力特性を明らかにす

るため,レ スリング競技の運動様式を取 り入れた体力・

運動能力を測定し,一般的な体力・運動能力との関連性

について検討することを日的とした

Ⅱ.方  法

A 文寸象

本研究では,専修大学少年少女レスリング教室に参加

する小学生期のレスリング選手延べ 256名 (男 子 :202

名,女子 :54名 )を 対象 とした 本研究の対象者は 1

週間あたり3日 間.1回 あた りの運 ll」 時間は 75120分

行っていた 本研究を実施するにあたり,対象者及び保

護者には,得 られた結果は全体集計 と処理をし,研究

データとして用いる可能性のあることを書面をもって説

明し,同意が得られた場合に本研究に参加 した なお本

研究は,専修大学スポーツ研究所研究倫理委員会の承認

を得て実施 した

対象者は学年 (暦年齢)に応 じて 3段 階に群分けし
,

小学生低学年男子群 82名 (小学 1年 ,2年 :平均年齢

679歳),小学生低学年女子群 18名 (小 学 1年 ,2年 :

平均年齢 683歳),小学生中学年男子群 89名 (小 学 3

年,4年 :平均年齢 867歳 ),小学生中学年女子群 19名

(小学 3年 ,4年 :平均年齢 868歳 ),小学生高学年男子

群 31名 (小学 5年,6年 :平均年齢 1068歳 ),小学生

高学年女子群 17名 (小 学 5年 ,6年 :平 均年齢 1071

歳)と した

B 測定日寺期

本研究の調査期間は,2012年 8月 から2016年 10月

であり,合計 9回の体力 運動能力測定を実施 した 各

測定時期は,2012年 8月 ,2013年 3月 ,2013年 10月
,

2014年 3「],2014年 9月 ,2015年 4月 ,2015年 10月
,

2016年 4月 ,2016年 10月 であった なお,本研究で用

いた各群のデータは,同 一対象者が継続的に測定を実施

したものも含まれており,延べ測定数である

C 測定項 目

本研究では小学生l期 におけるレスリング選手の体力を

評価するために,体力・運動能力とレスリング競技の運

動様式を取 り入れた運動能力を評価 した また,体格と

して,身長,体重,体脂肪率及び座高を評価 した 各被

験者の身長及び座高は身長計 (エ ーアンド・デイ社製デ

ジタル身長計 AD 6227)を 用いて計涸1し た 体貢及び

体脂肪率は,体内脂肪計 (タ ニタ社製タニタ体細成計イ

ンナースキャンBC-521)を用いて両足問から4電 lplRの

インピーダンス法によって測定 した なお,本 [,F究 で用

いた体内脂肪計は生体インビーダンス法を採用してお り,

二重エネルギー X線吸収法 との比較かる妥当性が高い

ことが 6歳 から 11歳 の男女で示 されていが 3

体力・運動能力は 20m走 ,プ ロアジリテイ・テス ト
,

立ち幅跳び,反復横跳び,垂直跳び及びリバウンドジャ

ンプ指数を測定 した なお,測定は全て体育館のフロア

で行われた スピー ド能力を示す 20m走 では,光電管

(Brower社製スピー ドトラップ)を用い,100分の 1秒

まで計測 した スター トライン及びゴールラインに光電

管を設置 し,選手はスター トラインに足部先端 (つ ま先 )
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を揃え,任意のタイミングでスタンディングスター トか

ら全力疾走を行わせた 2回測定を行い,良い方の記録

を採用 した 方向転換能力を示すプロアジリテイ・テス

トにおいても光電管を用い,100分 の 1秒 までタイムを

計測 した 5m間 隔で平行な 3本線を体育館フロアに

マークし,中央線ラインの両端に光電管を設置した 選

手は任意のスター ト方向に向かって中央ラインより後方

に位置し,足部先端 (つ ま先)を ラインに合わせ正面を向

いて構えさせた 任意のタイミングでスタンディングス

ター トからスター トし,前方のラインにタッチしたらす

ぐに方向転換 し,反対側のラインに向かって走 リタッチ

し,ま た、す ぐに方向転換をして中央ラインを走 り抜け

させた スター トかい最後に中央ラインを通過するまで

のタイムを記録 し,2回 測定を行ったうち良い方の記録

を採用 した 垂直跳び及びリバウンドジャンプ指数は
,

マ ッ トスイ ッチ (MICROGATE社 製 OPTO JUMP

Next)を 用 いて測定 した 垂直跳 びでは,マ ッ トス

イッチの中央部に両足を肩幅に開いて立ち,両腕を後方

に振 りながる両膝を膝関li屈 曲約 90度 まで沈み込み ,

両朕μの伸展及び両腕の振 り上げ動作によってできるだけ

高 くジャンプするように指示 した 10分の lcmま で計

測 し,2同測定を行い良い方の記録を採用 した リバウ

ンドジャンプでは,手掌を 11前腸骨棘にあて,そ の場で

5回 連続,リ ズミカルにできるだけ高 くジャンプするよ

うに指示 した この連続跳躍中の 1回ずつのジャンプを

分析 して,跳躍高 (cm)を 接地時間 (秒)で割ったも

のをリバウンドジャンプ指数として,最 も高い値を採用

した 立ち幅跳びの跳躍距離は,前方ヘジャンプして着

地 した際,最 も踏み切 り線に近い位置と踏み切 り前の両

足の足部先端 (つ ま先)と を結ぶ直線の距離を計測 した

2回減1定 を行い,良い方の記録を採用 した 反復横跳び

は,100 cm間 隔で平行な 3本線 をサイ ドステップし
,

20秒 間で何回ラインをステップできるかを計測 した 2

回測定を行い,良い方の記録を採用 した2■

レスリング競技の運動様式を取 り入れた運動能力とし

て, タックルジャンプ及びレスリングシャトルランをi員 1

定 した 本研究では,実際にレスリングマットト1で行わ

れている トレーニング種目を用いて,レ スリング競技に

必要な体力特性を評価するための検討を行った なお ,

本研究の預1定 は,全てレスリング国際ルール 2010第 1

章第 4条 に規定するマット 11で 実施 したⅢ Iwal et al

は,レ スリング競技に特化 した測定を実施 してお り,

マット上で行われている トレーニング及び体力評価の重

要性を示唆している1]タ ックルジャンプは,レ スリン

グ競技のタックル動作を習得するために実際の練習で

30秒 間の反復 トレーニングが行われている レスリン

グ競技において,タ ックル動作による攻撃ポイントの割

合が高 く“,成功平均タックル処理時間が平均 123秒 と

(A)タックルジャンプ

(B)レ スリングシャトルラン

図 1 タックルジャンプ (A)およびレスリングシャトルラン (B)



の報告があることから3J,瞬
発系のi~4動 能力が重要であ

る タックルジャンプの方法を図 laに 示す 方法は二

人組になり,実施者は,体幹前傾位にて両手掌で自らの

両足首あるいは前膝部を掴んで支持 した相手の後ろに位

置し,両手掌を相手の背部に置き準備する ブザーの合

図でスター トとし,相手の背部を馬跳び後,直ちに体勢

を変換 し,相手の両足の間を素早 く移動 した タックル

ジャンプの評価は,30秒 問より多 くの馬跳びをし,相

手の両足の間を素早 く移動した者ほど,タ ックル動作に

必要な運動能力が高いこととした

レスリングシャトルランは, レスリング競技に必要と

される間欠的持久力をねらいとした トレーニングである

レスリングシャトルランの方法を」lbに 示す 実際に

小学生期における試合時間は,小学生の部 1～ 2年生が

1分 30秒 2ピ リオ ド (30秒休み),3～ 6年生が 2分 2

ピリオ ド (30秒休み)2・ と,30秒間のインターバルを挟

んで試合が行われることから,間 欠的持久性能力の向上

が求められている 対象者はレスリングマットサイドに

並び,ス ター トの合図でレスリングマット片道 12mを

走行し,マ ットサイドまで到達 した際に片手掌でマット

にタッチし,ス ター ト地点に戻った 対象者は 1往復動

作を全力で 1分 問実施 し,そ の間の反復回数を記録 し
,

その後,IF離 に換算 した 30秒間の休憩をはさみ、再

度 1分『1の 1往復動作を実施 し,反復回数を言こ録 した

評価は,2分間の反復回数が多い者程,レ スリング競技

に必要な間欠的持久性能力に関する能力が高いこととし

た

各測定値は平均士標準偏差で表わした 各測定項 目に

おける年代差と性差の検定は,繰 り返 しのある三元配置

分散分llを 行い,交互作用及び主効果の有無を検言Jし た

有意差が認められた場合には Fishers PLSDを 用いて多

重比較検定 を行 った 各涸1定 項 目間の相 関関係 は
,

Pearsonの 積率相関係数を用いて評価 した なお デー

小学生期レスリング選手の体力

表 1 小学生期レスリング選手における各年代の身体特4生

夕分析には,統計解析ソフトStatVた w50を 使用した

いずれの場合も,危険率 5%未満をもって有意差あり

とした

Ш.結  果

各年代における対象者の身体特性を表 1に示す 身長

は年代差と性差間に有意な主効果及び交互作用は認めら

れなかった 身長は男女ともにllk学年に比べ中学年及び

高学年に有意に増加 し (P<005),高 学年において性差

が認められた (P<005)座高は年代差と性差間に有意

な主効果及び交互作用が認められた (F(2.219)=6977,

P<0001)座 高は男 女ともに低学年に比べ中学年及び

高学年に有意に増加 し (P<005),中 学年及び高学年に

性差が認められた (P<005)体重は年代差 と性差間に

有意な主効果および交互作用が認められた (F(2.248)

=5425,P<0005)体重は男女 ともに低学年に比べ中

学二年及び高学年に有意に増加 し (P<005),中 学年及び

高学年に性差が認められた (P<005)体脂肪率は年代

差 と性差間に有意な主効果及び交互作用が認められた

(F(2,247)=10419,P<0001)体脂肪率は,男子は低学

年に比べ中学年及び高学年と有意に減少 し (I)<005),

女子は低学年に比べ中学年及び高学年と有意に増加 した

(P<005)体脂肪率の性差は中学年及び高学年に認め

られた (P<005)

各年代における体力項 |」 の比較を表 2に 示す 20m

走は年代差と性差間に有意な主効果及び交互作用は認め

られなかった (F(2248)=0276.P<0759)20m走 は

男女ともに低学年に比べ中学年及び高学年に有意に向 L

した (P<005)プ ロアジリテ イ・テストは年代差と性

差間に有意な主効果及び交互作用は認められなかった

プロアジリティ・テス トは男女ともに低学年に比べ中学

年及び高学年に有意に向上した (P<005)立 ち幅跳び

低学年 中学年 高学年

男子
n=82

女子
n=18

男子

n=31
女子
n=17

男 子 女子

n=89        n=19
身長 (cm)

座高 (cm)

体重 (kg)

体脂肪率 (%)

1205± 46

668二L23

237± 32

200■ 37

1204± 46

672± 29

237± 37

200± 48

1301145a     1310154c    1405二 L80 ab   144 9=L71 cdS

708=ヒ 21 a      730128c#    749」 ヒ36 ab    79 5=ヒ 3 7 cdS

281=L35a     310二 L60c#    34 2165 ab    40 2-「 5 5 cdS

178± 44a    224± 68c#   156± 30 ab   23 8± 61 cd$

平均 土標準偏差 aP<o o5VS小学生低学年男子,bP<0 05VS小学生中学年男子,cP<0 05VS小学生低学年女子,dP<0 05VS小学生中学年女
子,#P<0 05VS小 学生中学年男女,SP<0 05VS小 学生高学年男女
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表 2 ノJヽ 学生期レスリング選手における各年代の体力項目の比較

低学年 中学年 高学年

男子

n==82

jA+
n: 18

男子

n=89
女子

n=19
男子

n=31
女子

n=17
20m走 (秒 )

プロアジリテイ テス ト

立ち幅跳び (cm)

反復横FILび (回 )

垂直跳び (cm)

リバウンドジャンプす旨数 (cmlsec)

タックルジャンプ (回 )

450■ 040      4441021     4151035a    41510 1l    c3 84■ 0 19 ab   3 8740 15 cd

(1))     678■ 060      6771038     6204041 a    629■ 024c    57510 26 ab   5 9040 28 cd

1350■ 154     13671149    15334130a   1523■ 74c    17711117 ab  1792=L145 cd

360■ 47       366156      431± 53a     409■ 45c     520J=52 ab    51 0155 cd

210135       224■ 28      249136a     252121c     286435 ab    29 7■ 48 cd

791± 258      995■ 143#   1001± 273a   1051± 159c   1261± 242 ab  12174230 cd

92± 18 99± 14    116± 19a   l1 0± 16c   138± 22 ab  l1 4± 34 cd$

レスリングシャトルラン (lll) 3208± 301  3247± 150  3546± 263a 3518± 240c 3912± 168 ab 3563± 97 3 cdS

平均士標準偏差 aP<o o5VS小 学生低学年男子,bP<0 05VS小 学生中学年男子,cP<0 05VS小 学生低学年女子,dP<0 05VS小 学生中学年女子,

#P<0 05VS小 学生低学年男女,SP<0 05VS小 学生高学年男女

は年代差と性差間に有意な主効果及び交力1作り11は認めら

れなかった 立ち幅跳びは男女ともに低学年に比べ中学

年及び高学年に有意に向上 した (P<005' 反復横 lTILび

は年代差と性差間に有意な主効果及び交互作用は認めら

れなかった 反復横跳びは男女ともに低学年に比べ中学

年及び高学年に有意に向上 した (P<005)垂直跳びは

年代差と性差間に有意な主効果及び交互作用は認められ

なかった 垂直跳びは男女ともに低学年に比べ中学年及

び高学年に有意に向上 した (P<005)リ バウンドジャ

ンプ指数は年代差と性差間に有意な主効果及び交li作 用

が認めらオtた (F(2247)=3299,P<005) リバウンド

ジャンプ指数は男女ともに低学年に比べ中学年及び高学

年に有意に向 llし (P<005),低 学年に性差が認めいれ

た (P<005)タ ックルジャンプは年イt差 と性差間に有

意 な主効 果及 び交互作 用が認 め られ た (F12,246)

=5266,P<001)タ ックルジャンプは男女 ともに低学

年に比べ中学年及び高学年に有意に向 11し (P<005),

高学年に性差が認められた (P<005)レ スリングシャ

トルランは年代差と性差間に有意な主効果及び交互作用

は認められなかった レスリングシャトルランは男女と

もに低学年に比べ 中学年及び高学年 に有意に向上 し

(P<005),高 学年に性差が認められた (P<005)

各体力項 日間との相関関係を図 2に 示す 各体力項日

のすべてにおいて有意な相関関係が認められた タック

ルジャンプは 20m走 (図 2A),プ ロアジリテ イ・テス

ト (図 2B)と 負の相関関係が認められ,一 方,立 ち幅

llLび (図 2C),反復横跳び (図 2D),垂 直跳び (図 2E)

及びリバウンドジャンブ指数 (図 2F)と 正の相関関係

が認められた レスリングシャ トルランは 20m走 (図

2G),プ ロアジリテイ・テス ト (図 2H)と 負の相関関

係が認められ,一方,立 ち幅跳び (図 21),反 復横跳び

(図 2J),垂直跳び (Ⅸ12K)及 びリバウンドジャンプ指

数 (図 2L)と 正の相関関係が認められた 特に反復横

llLび及び立ち幅跳びと強い相関関係 (r>o70)が 認め

られた

Ⅳ.考  察

本研究では,小学生期におけるレスリング選手の体格

及び体力・運動能力について,学年 (暦年齢),性差の

視点から横断的検討を行った さらにレスリング選手に

求められる体力特性を明らかにするため,レ スリング競

技の運動様式を取 り入れた体力・運動能力を測定 し、一

般的な体力 運動能力との関連性について検討 した そ

の結果,体格及び体力・運動能力は男女ともに発育発達

段階に応 じて増大 した さらに, タックルジャンブ及び

レスリングシャトルランと各体力因子間に有意な相関関

係が認められ、特に反復横跳び及び立ち幅跳びと強い相

関関係が認められた

小学生期レスリング選手の座高及び体重は,中学年の

男子に比べ女子が高 く,性差がみられた 高学年におけ

る身長,座高,体重は,男子に比べ女子が高 く,性差が

みられた 体脂肪率は,男子は低学年に比べ中学年及び

高学年に減少 し,女子は低学年に比べ中学年及び高学年

が1曽加 し,性差がみられた 渡辺ら及び三島らは,ジュ

ニアスポーツ選手を対象に横断研究を実施 し,男 子の

PHV(Pcak height veloc■ y)年 齢 は 132歳 ,女 子の

PHV年齢は 96歳であ り,成長速度には性差が認めい

れる可能性 を報告 している263●  また,PHV年 齢にむ

けて身長発育が顕著に増大 し始める思春期急増開始年齢
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を境にして男女間の発育・発達パターンが大きく変わり,

男子ではタンパク同化作用の促進や体脂肪増大の抑制に

よって男性らしい身体へ,女 子では逆に体脂肪の増大に

よる女性らしい丸みを帯びた身体に変化 し始めると報告

している2い 加えて白石らは,女子では,下肢長,座高 ,

身長の順序で最大発育年齢が出現 していることを明らか

している“' このことから,小学生期の中学年に身長の

性差が認められないことは,女子の身長が最大発育年齢
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を迎えていない可能性が推察される 小学生期における

レスリング選手の身長、座高,体重,体脂肪率は,女子

は男子と比べ PHV年齢を早 く迎えることから,ト レー

ニング方法や体力評価等について発育発達段階や性差を

考慮する必要性があることが示唆された

本研究で評価 した体力・運動能力は,20m走 ,プ ロ

アジリテイ・テスト,立ち幅跳び,反復横跳び,■直跳

び,リ バウンドジャンプ指数であった すべての項目に

おいて,男女ともに低学年に比べ中学年,高学年と向上

した スキャモンの発育曲線によれば,生殖系型を除 く

一般型,神経系型. リンパ系型は,12歳 頃まで増加 を

示す
32, _般

的に疾走速度は幼児から 12歳 頃までの男

子,女子ともに加齢とともに向上 し,思春期を迎えると

男女の差が生 じることが明らかにされてお り
Hl.3・ ,脚

を素早く動かすといった運動遂行能力は 10歳 頃まで

に急激に発達することが認めるれている' 渡辺 らは
,

子どもの跳躍能力も疾走能力と同様に発育発達に伴い向

上することは周知の事実と指摘 している.・  また藤井は
,

立ち幅跳びのような発達は一般型に近 く,サ イドステッ

プのような発達は神経型に近いことを示 し,50m走 の

様な疾走能力の発達は神経型,一般型の中間として位置

づけられることを推察 している' 三島の報 ilで は,運

動部やスポーツクラブに入っている子供は体力・i重動能

力に著 しく発達している時期に,大 きな トレーニング効

果が得 られる可能性を示唆 している2' このことから
,

小学生期のレスリング選手は発育発達に伴い疾走能力や

跳躍能力が増加 し,加 えてレスリングの専門的 トレーニ

ングが体力・運動能力の向上に影響 した可能性が考えら

オ■る

本研究では,レ スリング競技の運動様式を取 り入れた

運動能力として,タ ックルジャンプを計F価 した その結

果,タ ックルジャンプは高学年において女子と比べ男子

が高く,性差が認められた 身体特性の検討では,高学

年では体脂肪率は男子と比べ女子の方が高値を示 してい

た 阿江 らは, 日常生活に要求 される動 きと,災害予

防・克服に要求される動き, スポーッに要求される動き

の 3つ に分類をし,中でも要素的動きと,い くつかの要

素的動 きを含んだ複合的な動きに分類 している19 
例え

ば,ス ポーツに要求 される動 きのなかで,要素的動 き

(第一次的基礎的動き)は ,走る,跳ぶ,投げる,打つ
,

捕る.泳 ぐ,蹴る,滑 るなどであるが,い くつかの要素

的動きを含んだもの (第二次的基礎的な動き)と しては
,

走ってきて遠 くに跳ぶ,走ってきて遠 くに蹴る,走って

きて遠 くに投げる,捕って素早 く投げる,な どを指摘 し

ている" タックルジャンプは馬跳び後に直ちに体勢を

変換 し,相手の両足の間を素早く移動するため,複合的

な動きに分類されると考えられる 女性の発育の特徴と

しては,身体つきの変化に神経系の働きが対応できない

という「思春期の不器用さ」が現れる時期も早 くなるこ

とが示唆されている● これらのことから,高学年にみ

られるタックルジャンプの性差は,身長や体脂肪などの

身体特性,神経系,運動学習等の様々な要因が複合的に

影響 している可能性が考えられる

レスリング競技に必要な間欠的持久性能力を評価する

ための指標としてレスリングシャトルランを実施 し,発

育発達段階に伴い向上 し,高学年には性差が認められた

Krahenbuhiら は,V02maXは 6歳児全体の平均値のお

よそ 101ノ分から,15歳 時にはそれぞれ女子で 20L/

分,男 子で 28L/分 まで増カロすると報 告 しているJ.

V02maxは 思春期前はいずれの年齢で も,男子が女子

よりもやや高値 を示す
2つ

' また,ス ポーッ庁の平成 28

年度体力・i41動 能力調査結果の概要及び報告書において

も同様に,全身持久力の体力水準は男性が女性よりも高

値を示 している3' 公益財 Ell法人日本レスリング協会は
,

||ヒ 界レベルで勝てるレスラーになるためには,全身持久

力の必要性を指摘 しているlS. また,ア メリカスポーッ

医学会によれば,呼 吸 循環器系を発達させるための有

酸素運動として,運動頻度について中程度であれば5日

′週,活発な運動であれば3日 /i旦 を、運動時間について

は中程度であれば 3060分 /日 (150分 /週),活発な運

動であれば 2060分 /日 (75分/週 )を 推奨 している・

本研究の対象者は,ト レーニング頻度は 1週間あたり3

日間,1回 あた りの運動時間は 75120分 実施 している

ことから,持久力が向上 した可能性が考えられる また.

本研究で用いたテス トは 2分間の往復運動であることか

ら,有酸素性運動能力の他に無酸素性運動能力も影響 し

ている可能性が考えられる

興味深いことに,タ ックルジャンプ及びレスリング

シャトルランと各体力因子間に有意な相関関係が認めら

れ,特に反復横跳び及び立ち幅跳びと強い相関関係が認

められた (図 2)本石ナ「究で用いたタックルジャンプ及

びレスリングシャトルランは, レスリングマット上で行
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われ,20m走 ,プロアジリテイ テスト,立ち幅跳び
,

反復横跳び,垂直跳び,リ バウンドジャンプ指数とIF関

関係を示すことから,レ スリング競技に必要な体力要素

として,タ ックル動作,投げ技,グ ラウンド (寝技)な

ど多様な技の展開に対応するための総合的な体力が求め

られていると考えられる 藤林や図了 らによれば ス

ポーツにおける各種の疾走やフットワーク,ジ ャンプ動

作などの大剖∫分は,接地時に伸張された筋腔複合体を強

烈に短縮する伸張―短縮サイクル運動が 012秒 か ら

020秒の極めて短時間に遂行されていると報 ,Fし てい

る3141, 
加えて佐藤 らは, タックルで大 きな力を41み 出

すためには足の強い蹴 りが重要と指摘 しているコ. 佐藤

が指摘する強い足の蹴 りを習得するためには,下肢のパ

ワー発揮や大きな地面反力を獲得する必要があり,ド肢

の筋肥複合体では伸長―短縮サ イクル (stretch short

ening cycle i SSC)運 動の遂行が必要 と考えられる 131

このため, レスリングの トレーニングでは, ド肢のプラ

イオメ トリクス トレーニングであるアンクルジャンプ.

スクワットジャンプ,立ち幅跳び,ス プリットスクワッ

トジャンプJ等 を トレーニングに取 り人れている プラ

イオメトリクスは, このような SSC活動のスムーズで

効率的な切 り

'二

し能力の改善や低負荷領域における爆発

的な力の立ち上が り能力,身体や物体を動作の終盤まで

加速 し続ける能力の養成に適 したエクササイズである1'

公益則』法人日本レスリング協会によれば,レ スリング

選手に必要な体力として,相手より素早 く反応する俊敏

性が要求され,小学生期は神経系の発達が著 しくなるこ

とから,器用さが求められるような動きの習得に適 した

年代と説明している18' このためレスリングでは, フッ

トワークを意識させるための,サ イ ドステップ,素早い

スクワット系の動作 となるバービー,ダ ッシュ &ス

トップも含む時間往復走 (短い距離のシャ トルラン)「
.

を補強 トレーニングに取 り入れている その中でも特に

立ち幅跳びと反復横跳びに強い相関がみられたことは
,

レスリング競技のタックル動作を遂行するための トレー

ニングや敏捷性を高める トレーニングが影響 している可

能性が考えられる

本研究では,体格及び体力・運動能力の副1価 を横断的

に検討 しており,今後は小学生期におけるレスリングの

トレーニングと体力・運動能力の関連について縦断的に

検言」する必要がある また, レスリングマット上で評価

したタックルジャンプ及びレスリングシャトルランは
,

体力・運動能力と関連性を示 したが,実際のタックル動

作やレスリング競技に特化 した持久力との関連性を評価

していないため,競技水準や体力水準等を含めたより詳

細な検討が必要である また本研究では,主に敏捷性や

瞬発力などの無酸素性能力を評価 したが,今後は,有酸

素性能力を含めた総合的な体力・運動能力の評価が必要

である さらに小学生期だけではなく,中学生期及び高

校生期におけるレスリングi=手の体力 運動能力の評価

を行い,発育発達を考慮 したレスリング競技の トレーニ

ングプログラムを構築する必要があると考えいれる

V.結  語

本研究では小学生期 レスリング選手の体格及び体力

i三動能力について,学年 (暦 年齢),性差の視点か ら横

断的検討 を行 った さらにレス リング選手に求め られる

体力特性 を明 らかにするため,レ スリング競技の運動様

式 を取 り入れた体力・運動能力 を測定 し,一般 的な体

力 ・運動能力 との関連性について検討 した 体力 運動

能力は男女ともに学年が上がるにつれ増大 し,高学年に

性差がみ られた レスリング競技の運動様式を取 り入れ

た タックルジャンプ及び レス リングシャ トルランは体

力・運動能力の各体力因子間に有意 な相関関係 を認め
,

特に反復横跳び及び立ち幅跳びと強い l「 関関係が認め ら

れたことか ら,レ スリング競技 に必要な体力特性 として

敏捷性や跳躍能力が関与 している可能性が示 された
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