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１．研究目的 

 平成 10 年の学習指導要領改訂により、小学校でも

授業でハンドボールの指導が可能となった。また、

近年、競技大会が、多種目に比べてまだまだ少ない

とはいえ、以前よりは増加してきている。1996 年に

松村は、安全面の視点から小学生大会の実態調査を

行ない、「児童の発達段階において、反則を容認して

しまうようなハンドボールではなく、技術・戦術を

指導していくべきである」１）という課題を指摘して

いる。しかし、これらの問題が解決されているかど

うか、明らかではない。そこで本研究では、安全性

の確保と技術・戦術面の 2 つの視点から試合分析を

行ない、8 年前の調査と比較することで小学生ハン

ドボールの現状を把握し、今後のハンドボールの発

展につながる方向性を探っていきたい。 

 

２．方法 

2-1．本研究の分析対象 

 調査群：小学生男子の１０試合の VTR 

（2000 年～2003 年 中でもレベルの高い試合） 

 比較群：小学生男子の１０試合の VTR 

（1996 年 第 2回少年少女ハンドボール守谷大会） 

 

2-2．VTR の分析 

（１）安全性の確保 

コートプレーヤー（ＣＰ）について、①衝突（人

と人とのぶつかり）、②転倒（人と床とのぶつかり）、

ゴールキーパー（ＧＫ）について、③打撃（人と物

とのぶつかり）の 3 つの視点から分析を行ない、松

村の研究１）と比較した。 

（２）技術・戦術面 

速攻の頻度、シュートの種類、シュート達成率・

確率、ミス、コンビネーション、ＤＦシステムにつ

いて分析し、その中から、①シュート、②速攻、③

コンビネーション、④ＤＦシステムの 4 つを選び、

1996 年と比較した。 

 

３．結果と考察 

（１）安全性の確保 

 ①衝突（人と人とのぶつかり） 

 攻防場面での衝突は多かったが、1試合平均の衝

突回数は、20.6 回と半分に減っている。（表１） 

 

表 1 衝突の回数(1 試合平均) 

比較群 ４６．８回 

調査群 ２０．６回 

 

②転倒（人と床とのぶつかり） 

 1 試合平均の転倒回数は、比較群よりわずかで

はあるが増えている。（表２） 

 

表２ 転倒の回数(1 試合平均) 

比較群 ３０．７回 

調査群 ３５回 

  転倒の原因としては、一番危険な『衝突あり』

の転倒が減り、『接触程度』による転倒が 50％以

上に増えている。（図１） 
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 図１ 転倒の原因 

 

 ③打撃（人と物とのぶつかり） 

  ＧＫの 1 試合における打撃回数は、減少してい

る（表３）。また、『頭』や『顔』などの危険な部

位への打撃も 

減っている。（図２） 

 

表３ 打撃の回数(1 試合平均) 

比較群 ２７．２回 

調査群 ２３．９回 
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       （注：キーピングとみなす打撃は除く） 

 
（２）技術・戦術面 
①シュート 

  



 シュート数は、前回とあまり変わっていなかった。

各ポジションにおけるシュート数の割合については、 

ロングシュートの割合が前回に比べて減ってはいる

ものの、全体に占める割合は多い。また、サイドシ

ュートの増加がひとつの特徴といえる。（図３） 

図３ シュート数の割合 

 

②速攻 

速攻の回数は、前回とあまり差がみられなかった

が（表４）、攻撃における速攻の割合は、わずかでは

あるが増えている。また、速攻法では、ＧＫからの

１パスによる『１次速攻』の占める割合が増えてい

図４ 速攻法の４ 速攻法の

る。（図３） 
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４

安全性の確保と技術・戦術面における試合分析を

ろ、次のようなことが分かった。 
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このように、8年前と比較することで現在の小学

の実態を知ることができた。 
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）松村 和代：「小学生のハンドボールの現状と 

  課題 ―安全性確保の視点から―」 
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）松村 和代：「小学生のハンドボールの現状と 

  課題 ―安全性確保の視点から―」 

  

テムが前回より 2倍にテムが前回より 2倍に

図６ 各ＤＦシステムの利用割合 図６ 各ＤＦシステムの利用割合 

30%

30%

25%

50%

15%10%

10% 10%

0% 50% 100%

比較群

調査群

０・６DF

１・５DF

５・１DF

１・２・３DF

２・４DF

３・３DF

1人マンツー

10% 10%

46.3%

42.9%

16.9%

17.3%13.5% 14.9%

9.6%

5.9%

7.5%

13.1%

6.7%

5.5%

0% 50% 100%

比較群

調査群

ロングシュート

カットインシュート

サイドシュート

ポストシュート

速攻シュート

７ｍスロー

．まとめ ．まとめ 

行なったとこ行なったとこ

 

（１）安全性の確保 

 

（１）安全性の確保 

 ①衝 ①衝

 ②転倒の原因として ②転倒の原因として

が増えている。この理由のひとが増えている。この理由のひと

ボディコントロールができないくらい、無理な

プレーが増えてきているからではないだろうか

危険な部位に対するボールの打撃がほとんどな

くなってきている。 

ボディコントロールができないくらい、無理な

プレーが増えてきているからではないだろうか

危険な部位に対するボールの打撃がほとんどな

くなってきている。 
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）技術･戦術面 

 

）技術･戦術面 

  

体となっているが体となっているが

撃の幅が拡大の傾向にあると思われる。 

他のＤＦシステムに比べ、『1･2･3ＤＦ』が増え

ている。『1次速攻』が増えた理由の 1つで

撃の幅が拡大の傾向にあると思われる。 

他のＤＦシステムに比べ、『1･2･3ＤＦ』が増え

ている。『1次速攻』が増えた理由の 1つで

いだろうか。 

攻撃法については、1対 1が主流となってきて

いるが、コンビ

いだろうか。 
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いるが、コンビ
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 前回より『３人以上の攻め』の割 前回より『３人以上の攻め』の割

『１人の攻め』の割合が増えている。（図５） 『１人の攻め』の割合が増えている。（図５） 
  

生ハンドボール生ハンドボール

図５ コンビネーションの割合 図５ コンビネーションの割合 
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規制がさらに必要となってくるだろう。また、技

術・戦術面では、特にコンビネーションにおいて、

『3人以上の攻め』が減っているのは予想外であっ

た。今後、攻撃の高度化・向上が課題となるだろう。
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