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1. 緒言 
ラクロスのスローイングは，クロス（柄の先端

に網の付いたボールを投げる道具）を介してボー

ルを放つ「道具を用いた投動作」１）である。クロ

スは，シャフト（柄の部分）の網に近い方を持つ

「トップハンド」と柄の末端部を持つ「ボトムハ

ンド」によってコントロールされ，一般的にトッ

プハンドは利き手，ボトムハンドは非利き手を用

いる(以下、「利き手投げ」とする)。だが，近年ラ

クロス競技では左右両方の手を同じように使える

ことが望ましいとされ，トップハンドとボトムハ

ンドを持ち替えて投げる選手が増えてきた。しか

し，多くの選手は利き手・非利き手の投能力(遠投

能力，速度，正確性など)に差があり，非利き手投

げは一般的に不得意である。ラクロスにおける左

右のスローイングを分析した研究は少なく，男子

ラクロスにおける左右のシュート動作を解析した

研究２）はあるものの，女子ラクロスに関する研究

は見当たらない。また，スローイングの中でも遠

くへ飛ばすことを目的とした，遠投に焦点を当て

た研究は行われていない。 

そこで本研究では，女子ラクロスにおける左右

のスローイングの動作分析及び遠投能力を比較・

分析し，非利き手投げの特徴を明らかにすること

で，投げる際の注意点や指導ポイントを検討して

いくための基礎資料を得ることを目的とした。 

 

2. 研究方法 
2-1 被験者 

<実験 1> 遠投距離測定 
被験者は茨城大学女子ラクロス部員 23名（競技
歴 0.5－3.5 年，18－22 歳）であった。なお，本研
究の被験者は全員が右利きであった。 

<実験 2> 動作分析 
実験 1 の結果，特に利き手・非利き手投げの差
（左／右：73％以下）が大きかった者 5 名を動作
分析の対象とした。 
2-2  実験 
被験者には 2歩程度の助走を与え，遠投距離を 
測定した。試技は利き手投げ・非利き手投げそれ

ぞれ 3投ずつとし，「できるだけ遠くに飛ばしてく
ださい」という指示のもと，オーバーハンドスロ

ーによりスローイングを行わせた。 また，共通の
クロスを使うと，使い慣れないためにフォームが

崩れてしまう可能性があると考え，本研究では被

験者が日頃使用している自分のクロスを使用する

こととした。 
2-3  撮影方法 
撮影には 2 台の高速度 VTR カメラ（Photron 

FASTCAM-PCI R2 model 500）を用い，250コマ/秒 
で撮影を行った。VTR カメラは，被験者のトップ
ハンド側斜め前方と正面に設置した。 
実験座標系は左手系を用い，較正器右手奥下部を

原点，被験者の投球方向を X軸＋，右方向を Y軸
＋，鉛直上方を Z 軸＋として静止座標系を設定し
た。測定点の 3 次元座標を算出するため，試技の
撮影に先立ち，3 点（鉛直上向きに 0m，1.05m，
2.05m）のコントロールポイントを取り付けたポー
ルを撮影範囲内の 4 ヶ所に垂直に立て，較正点の
実空間座標を撮影した。 
2-4 分析方法 

2台の高速度カメラから得られた VTRカメラ画 
像から，分析点（ボール 1 ヶ所，クロス 2 ヶ所，
身体部分 10 ヶ所{左右肩峰，左右肘関節，左右手
関節，左右第 3 中手指節関節，左右腰}）計 13 点
のディジタイズを行い，3次元 DLT法(Direct Linear 
Transformation Method)を用いて 3 次元座標に変換
した。ディジタイズ範囲は，リリース前 0.14 秒か
らリリース後 0.064秒とした。 
得られた 3次元座標はWinter(1990)の残差分析法

により最適遮断周波数を決定し（10Hz），バタ－ワ
－スディジタルフィルタを用いて平滑化した。 
 
3. 結果と考察 
3-1 ボールについて 
 遠投距離を決定する3要因，ボール投射初速度，

投射角度，投射高について調べた（表 1）。 

 3 要因のうち，最も大きな影響を持つとされる投

射初速度は，いずれの被験者も左右差が大きく，

利き手(右)投げの方が大きな値を示した。 
ボール投射角度および投射高に関しては，全体

として左右に大きな差は見られなかった。 
ラクロスの遠投における最適な投射角度を調べ

た研究は見当たらないが，力学的な観点だけから

考えると，最大の投距離が得られる投射角度は上

向きに 45 度，あるいは投げ出される高さや空気抵
抗を考慮してそれよりわずかに低めとされている
１)。本研究の結果を見てみると，被験者 C が左右
とも 45 度に近い値を示しているものの，全体とし
てやや低い傾向が見られる。被験者 C は全被験者
23 名の中で最も遠投距離が大きい選手であること
からも，投射角度を改善することで左右両方の遠

投距離向上が期待できると考えられる。 
 投射高は，3要因のうち最も影響が低いとされて

いる要素であり，本研究でも差が見られなかった

ことから，投射高が左右の遠投能力の違いを生み

出す直接の原因になっているとは考えにくい。 
3-2 クロスについて 
ボトムハンド側の肩を体幹の回転軸と仮定し，

リリース時のクロスの頂点との距離を算出した。

距離が大きいほど，「てこの長さ」が長く，ボール

により効率的に力が伝わると考えられる。本研究

では，被検者５名とも，非利き手(左)投げの時に比
べ利き手(右)投げの時に大きな値を示した。 
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図 1体幹の捻り（ 腰角度－肩角度）

3-3 身体について 
(1)腰と肩の回転 

いずれの被験者においても，利き手 (右)投げの方
が腰水平角度ピーク値の出現時刻が早く，リリー

ス前後を境に減少したのに対し，非利き手(左)投げ
でこのような動作は見られず，腰水平角度は増加

し続けていた。腰(下胴)の回転を早く終了させる，
または反対の方向へと回転を戻すことにより，肩

（上胴）の回転角速度の増加が速やかに行われ，

リリース時における肩(上胴)の回転角速度を大き
くできると考えられる。肩水平角度は，各被験者

とも左右で大きな違いは見られなかった。 
体幹の捻りとして，腰と肩の角度差を算出した。

角度差が 0となった時刻を比べると，3名の被験者
で，非利き手(左)投げの方が早かった (図 1) 。 
つまり，非利き手(左)投げの場合，早い段階で捻り
が０となり，体が“開いた”（正面に向いた）状態

でリリースを迎えていると考えられる（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
(2)上肢の速度 

身体全体を使って大きなエネルギーを発揮し，

効率よくボールに伝えるために，投動作では「ム

チ動作」が重要であるとされている。本研究にお

いても，利き手(右)投げについては 4 名の被験者
に，肩・肘・手首・中手指の最高速度出現の時間

的なずれが確認できた。しか非利き手(左)投げの場
合，肩速度が最大を迎える前，または同時に肘速

度が最大を迎えたりと，１人を除き「ムチ動作」

は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また，「ムチ動作」では中心に近い部分が減速し始

めると，末端に近い部分が急激に加速され，末端

部へ運動エネルギーが転移していく。 
各関節のリリース時の速度を比較すると，肩や肘

の速度は非利き手(左)投げの方が速く，非利き手
(左)投げの方が速く，手首や中手指では利き手(右)
投げの方が速かった。（図 3）つまり，利き手(右)
投げでは，中心部の減速が上手く行えているが，

非利き手(左)投げではトップハンド全体が「棒」の
ように加速していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. まとめ 
本研究では，女子ラクロスにおける左右のスロ

ーイング，特に遠投動作について 3 次元動作分析
を行い，利き手投げと非利き手投げのスローイン

グの違いを明らかにすることを目的とした。 
分析により，以下のことが明らかになった。 

(1) 投射初速度は左右で大きな違いが見られた。  
(2) 投射角度，投射高に大きな差は見られなかっ
た。 

(3) 利き手投げでは，体幹の軸とリリースポイン
トが遠く，「てこの原理」を使えている。 

(4) 利き手(右)投げ投げは，早いタイミングで腰
の回転を終了させることで，肩の回転が速や

かに行われている。 
(5) 非利き手(左)投げは，肩の回転が速いタイミン
グで行われてしまうため，体幹の捻りが十分

に使えていない。 
(6) 利き手投げでは，上肢のムチ動作が見られる。 
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表 1 ボールリリース時の諸変量 

右投げ 左投げ 左/右（％） 右投げ 左投げ 左/右（％） 右投げ 左投げ 右－左 右投げ 左投げ 右－左

A 36.9 15.4 41.8 52.9 29.7 56.1 40.9 43.3 -2.4 2.26 2.13 0.12
B 26.6 15.9 59.8 42.5 33.8 79.6 31.1 31.1 0.0 1.92 1.94 -0.02
C 25.3 18.9 74.7 42.8 38.4 89.9 29.5 23.9 5.6 2.26 2.33 -0.07
D 29.0 21.5 74.0 45.9 37.2 81.1 29.2 35.9 -6.7 1.96 1.96 0.01
E 18.6 15.9 85.7 36.6 34.2 93.5 22.2 20.5 1.7 2.37 2.40 -0.03

投射高(m)
被験者

遠投距離(m) 投射初速度(m/s) 投射角度(deg)

 
  

利き手投げ   非利き手投げ

図 2リリース時の体幹の捻り

投球方向 

図 3 リリース時の各関節の合成速度 
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