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1. 緒言 
 ラクロスの技術において，最初に身につける個

人技術のひとつがパス動作であり，その中でも遠

投は最も基本となる投げ方であると言われている。

また，齋藤１）は，強いチームほど試合中の遠投の

出現率が高いことを明らかにしており，戦術的に

も効果的なパスのひとつであるといえる。そのた

め，初心者指導において遠投が重要視されており，

また近年，素手でのボール投げ(以後ボール投げと

する)がクロスを使ってのボール投げ(以後クロス

投げとする)の技術習得のための有効的な練習に

なると言われ，取り入れられるようになった。し

かし，初心者に対してイメージを持たせる程度に

しか行われない場合が多く，その有効性が理解さ

れていないのが現状である。 

そこで本研究では，茨城大学女子ラクロス部を

対象として一定期間ボール投げトレーニングを実

施し，その前後のボール投げおよびクロス投げの

運動形態，意識調査を比較・検討することにより，

その関連性を明らかにし今後の指導に役立てるこ

と，さらに選手が実際にトレーニングを行うこと

によりその有効性を体験し理解を深め，それが今

後の競技に生かされることを目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 被験者 
茨城大学女子ラクロス部員19名(1～4年生)を対

象とした。 

 

2-2 実験方法 
1 ヶ月間のボール投げトレーニングを実施し，そ

の実施前後にボール投げ，クロス投げの遠投距離

を測定した。測定後は，遠投について記述式のア

ンケートによる意識調査を行った。ボール投げト

レーニングは，先行研究２）を参考に，1ヶ月間，1

回 20 球以上，計 10 回とし，改善点や意識するポ

イントについては個別に設定した。また，測定中

のすべての試技を被験者の横 10m，正面 6mから VTR

撮影した。 

 

2-3 分析方法 

 ボール投げ，クロス投げのフォームを観察的評

価法により評価し，それを得点化したものをもと

に評価の高いほうからＡ群，Ｂ群，Ｃ群としてレ

ベル分けした。分析には，クロス投げの分類を用

いて比較した。評価基準は，高本ら３），三浦４）の

先行研究，日本ラクロス協会強化部の新人育成マ

ニュアルビデオを参考に作成した。 

トレーニング前の測定・評価結果を，相関係数，

χ2検定を用いて分析し，比較した。また，トレー

ニング前後の結果について対応のあるｔ検定を用

いて分析し，比較した。 
 

3. 結果と考察 
3-1 トレーニング前の測定 
1）観察的評価と遠投距離 

観察的評価の平均得点はボール投げ 22.16 点，

クロス投げ 22.53 点であり，平均投距離はボール

投げ 25.67ｍ，クロス投げ 27.02ｍであった。それ

ぞれの評価得点と投距離の相関関係を見るとボー

ル投げは相関係数 0.933，クロス投げについても相

関係数0.857でともに1％水準で有意な相関が認め

られた。両投げとも評価得点と投距離において強

い相関が認められたことは，フォームと遠投距離

には関連があることを示していると考えられる。 

2）ボール投げとクロス投げの遠投距離 

ボール投げとクロス投げ遠投の相関を見ると，

相関係数0.695であり1％水準で有意な相関が認め

られた。両投動作において有意な相関が認められ

たことは，ボール投げ動作とクロス投げ動作に類

似性があることを示していると考えられる。 

3）投運動経験，ラクロス経験年数との関連 

被験者の投運動経験の有無，小学生までの投運

動経験の有無，ラクロス経験年数とクロス投げ能

力の関連についてχ２検定を用いて分析した。ラク

ロス経験年数については，全員大学からはじめて

いることから学年で表した。 

クロス投げレベルと投運動経験の有無は，有意

確率 0.003 であり 1％水準で有意差が認められた。

また，小学生までの投経験の有無についても，有

意確率0.003であり1％水準で有意差が認められた。

投能力について，青木５）は女子大生においては幼

児・小学校期の投運動経験と中学・高校の部活動

参加経験が投動作の習熟に大きな影響を及ぼし，

投動作の最大距離を規定していることを明らかに

しているが，今回の被験者のクロス投げにおいて

も同じことが言える。よって，投運動経験とクロ

ス投げには関連があることを示していると考えら

れる。 

ラクロス経験年数とクロス投げレベルは，有意

確率 0.091 で有意差がなく，特に関連性はみられ

なかった。投運動経験との関連からみてもクロス

投げの動作には，ラクロス経験よりも投運動経験

の方が影響していると考えられ，投運動の動作に

はクロスを使って投げるときにも応用できる部分

があると推測できる。 

 

表１ レベルと投経験 

投経験 
 

あり なし 
合計 

A群 4 0 4 

B群 7 4 11 
レ
ベ
ル C群 0 4 4 

合計 11 8 19 

 



3-2 トレーニング前後の測定の比較 
1）遠投距離の変化 

トレーニング前後の遠投距離についてｔ検定を

用いて分析した。ボール投げについては，有意確

率0.002であり1％水準で有意な改善が認められた 

(平均値 25.67ｍ→29.4ｍ)。レベル別にみると，す

べての群において増加傾向は見られたが，Ｂ群の

み有意確率0.003であり1％水準で有意な改善が認

められた(平均値：Ａ群 35.83ｍ→36.5ｍ，Ｂ群

24.59ｍ→30.05ｍ，Ｃ群 18.5ｍ→20.53ｍ)。 

クロス投げについては，有意確率 0.135 であり

有意な改善が認められなかった (平均値 27.02ｍ

→28.28ｍ)。レベル別に見ても，Ａ群を除いて増

加傾向は見られたが，有意な改善が認められなか

った(平均値：Ａ群 35.1ｍ→33.98ｍ，Ｂ群 26.45

ｍ→27.99ｍ，Ｃ群 20.48ｍ→23.4ｍ)。 
全体としてボール投げについては，投能力が改

善されトレーニングは有効であったと考えられる。

クロス投げについては，ボール投げトレーニング

実施後に，トレーニングにより改善されたボール

投げ動作をクロス投げに転移させるための練習プ

ログラムを行っていないこと，またボール投げト

レーニング期間中が部活動のオフ期間だったため，

大多数の被験者がクロスを握っていなかったこと

が影響し，このような結果になったと考えられる。

その中でも，Ｂ群，Ｃ群にわずかではあるが増加

傾向が見られたことは，クロス投げ動作能力の未

熟な被験者において，部活動のオフ期間による低

下を上回るトレーニング効果が現れたのではない

かと推測できる。 

2）観察的評価の変化 

トレーニング前後の観察的評価についてｔ検定

を用いて分析した。ボール投げについては，有意

確率0.001であり1％水準で有意な改善が認められ

た(平均値22.16点→24.84点)。レベル別にみると，

Ｂ群のみ有意確率0.006であり1％水準で有意な改

善が認められた(平均値：Ａ群27.25点→27.25点，

Ｂ群22.09点→25.27点，Ｃ群17.25点→21.25点)。 

クロス投げについては，有意確率 0.127 であり

有意な改善が認められなかった (平均値 22.53 点

→23.37 点)。レベル別に見ても，Ａ群を除いて増

加傾向が見られたが，有意な改善が認められなか

った。 (平均値：Ａ群 27.25 点→26.5 点，Ｂ群 22.45

点→23.55 点，Ｃ群 18 点→19.75 点)。観察的評価

も，両投げにおいて遠投距離とほぼ同じ変化が見

られた。 

トレーニング前後の観察的評価得点の平均点に

ついて項目ごとにｔ検定を行なった。ボール投げ

については，体の構え(ｐ＝0.002＜0.01)，体のひね
り(ｐ＝0.001＜0.01)，投げ手反対側の腕(ｐ＝0.008
＜0.01)，体重移動(ｐ＝0.15＜0.05)，投げ手の腕(ｐ
＝0.25＜0.05)において有意な改善が認められた。準
備局面でのテークバック，主要局面での投げ手反

腕の使い方，体重移動，終末局面でのフォロース

ルーと，3つの局面それぞれに変化が現れ，体全体
の使い方が向上したと言える。 
クロス投げについては，体重移動(ｐ＝0.30＜

0.05)において有意な改善が認められた。体の構え，
体のひねりなどボール投げで改善がみられたいく

つかの項目にも改善の傾向が見られた。 
3）ボール投げからクロス投げへの転移 

被験者 19名中，クロス投げの観察的評価が向上
した者が 10名，その中でクロス投げの遠投距離も
向上した者が 8名いた。さらにそのうちの 7名は，
ボール投げの観察的評価および遠投距離において

も向上が見られた。クロス投げのトレーニングを

行っていないことも踏まえると，ボール投げで改

善されたことがクロス投げにも影響を与えたと考

えられる。 

 

 
 
4．まとめ 

ボール投げとクロス投げを比較し，また，トレ

ーニングによる効果を検討した結果，次のことが

明らかになった。 
1） 観察的評価と遠投距離の間にはボール投げ，
クロス投げともに関連が見られた。 

2） 遠投距離においてボール投げとクロス投げの
間には関連が見られた。 

3） クロス投げの能力には，ラクロス経験より投
運動経験のほうが影響していた。 

4） ボール投げトレーニングにより，クロス投げ
においての体重移動が有意に改善された。 
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図１　ボール投げ　観察的評価平均得点の変化
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図２　クロス投げ　観察的評価項目別平均点の変化
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