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1. 緒言 

 
 ハンドボールでは、左サイド・ポスト・左 45・

センター・右 45・右サイド・キーパーというポジ

ションをとることが多い。その中でバックコート

プレイヤーは、センター・左 45・右 45 をさす。1

試合の中で最もシュートを打つポジションである

バックコートプレイヤーは、チームの得点に深く

関わり、敵のディフェンスやキーパーと駆け引き

をする機会も必然的に多くなる。シュートにおけ

るタイミングや位置取りに変化を付けたり、攻撃

のバランスを考えなければ、1試合を通してディフ

ェンスやキーパーに対して優位に攻め込むことが

難しい。 

2000 年Ｉ大学女子ハンドボールチームは、2000

年の全国学生選手権大会において 3 位入賞をはた

しており、2005 年のＩ大学女子ハンドボールチー

ムも同大会での 3 位入賞を目標にしていた。そこ

で今研究では，2000 年と 2005 年関東学生ハンドボ

ール連盟春季リーグ女子 1 部における 2000 年と

2005 年のチームの特徴を比較研究し、これを明ら

かにする。そして、今後のＩ大学女子ハンドボー

ルチームの課題を探って行く。そこで、セット攻

撃の展開における、ラストパスからバックコート

プレイヤーのシュートを取り上げ、タイミングや

位置取り、攻撃のバランスについて着目した。 
 

2. 研究方法（ゴ 9左） 
2-1.分析対象 

2000年 4月～5月にかけて行われた関東学生ハン
ドボール連盟春季リーグ女子 1部 10試合、2005年
4月～5月にかけて行われた関東学生ハンドボール
連盟春季リーグ女子 1 部 8 試合を対象とし、2000
年と 2005 年のチームのバックコートプレイヤー
（図参照）について、以下の方法で分析した。 

 
2-2.撮影方法 
ＤＶカメラ（ＳＯＮＹ社製，ＤＣＲ－ＴＲＶ18）
で、ギャラリーのほぼセンターラインの延長線上

から人が、ビデオカメラを持ち立った状態で撮影

した。撮影したＤＶをＶＨＳにダビングする間に

ＶＩＤＥＯ ＴＩＭＥＲ（ＦＯＲ.Ａ社製，ＶＴＧ
－33）を通して、100分の 1秒単位で分析できるよ
うにした。 
2-3.分析項目 

1.データ分析 

 分析項目を以下のように設定した。 
1)セット攻撃 

1.得点 2.セット数 3.バックコートプレイヤーの得
点 4.シュートの本数と得点（ロングシュート、ミ
ドルシュート、カットインからのシュートポスト

シュート、サイドシュート）5.チーム全体のミスの
回数 6.バックコートプレイヤーのミスの回数（パ
スミス、オーバーステップ、ダブルドリブル、ラ

インクロス、キックボール、チャージング） 
2)速攻 

1.得点 2.速攻数 
2-3 プロット分析と時間の分析 

以下の分析項目に示した地点の座標と時点を記

録した。これらの分析から得られたデータを

Microsoft Excelを使用して単純集計・クロス集計を
した。 
1.スタート地点 2.パスキャッチした地点 3.シュー
ト地点 4.ラストパスの地点 
上記の項目から、次の 11項目を算出した。 

1.セット率 2.シュート達成率 3.シュート成功率 4.
バックコートプレイヤーのシュート占有率 5.バッ
クコートプレイヤーのゴール占有率 6.シュート率
ミス率 7.バックコートプレイヤーミス占有率 8.助
走時間 9.ボール保持時間 10.ラストパスの時間 

 
3. 結果と考察 
3-1 セット攻撃全体のデータ分析 

2000 年・2005 年のセット率は 75.9％と 78.3％と
なり、1試合に占める割合はほぼ同等である。1試
合のセット攻撃によるシュート数は 2000年が 26.8
本、2005年が 31.0本で、そのうち得点となったの
は 10.3点と 12.9点となった。1試合の得点に占め
るセット攻撃の割合は 70.5％と 74.3％となった。
これより、2000年のチームと 2005年のチームはタ
イプが似ていると言える。 
シュート達成率は、それぞれ 65.0％と 58.8％とな
った。セット攻撃で得点になった割合を表すシュ

ート成功率は、25.0％と 18.5％となった。それぞれ
のミス率は 36.1％と 42.2％であり、2000 年の方が
ミスをすることなくシュートにつなげ、得点にな

る割合が高い。 
シュート占有率は 63.4％と 75.4％となり、バック
コートプレイヤーのゴール占有率は、54.4％と
65.4％となり、チームのシュートと得点の半分以上
をバックコートプレイヤーが占めている。シュー

ト占有率とゴール占有率共に 2005 年の方が高く、
セット攻撃でバックコートプレイヤーがシュート

や得点に関わる比重が大きいことが分かる。 
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3-2 ロングシュート 

ドリブルをしていないロングシュートの助走時

間とボール保持時間を比較していく。助走時間は

2000年が平均0.93秒で2005年が平均0.76秒であ
った。2000 年の方が助走時間は 0.17 秒長く、パス

キャッチをする前の助走をより長くとり、シュー

トに至っている特徴が見えてくる。 
ボール保持時間の平均時間は 2000 年・2005 年共

に 0.64 秒であった。標準偏差は 2000 年が 0.24 秒

で 2005 年が 0.17 秒となり、2000 年はボール保持

時間が 2005 年よりもばらついていて、様々なタイ

ミングでロングシュートを打っているが、2005 年

はシュートタイミングが単調になっていることが

わかる。川上 1）によると、「一般的な変化のない

ジャンプシュートでは経験のあるキーパーには簡

単に取られてしまいます。そこで早いか、遅いか

でタイミングをずらす必要が生じます。」と述べ

ている。 

助走を示す線の方向を見てみると、2005 年は全

体的にゴールに向かって真っ直ぐの線が多いのに

対して、2000 年の助走は斜めに横切るような線が

比較的多い特徴がある。また竹野 2）も、シュート

時のゴールに対しての走り方について「半円また

は斜めのコースを走る。」と述べている。2000 年

は斜めに横切るような線が見られるため、半円ま

たは斜めに助走を取っていると言える。 

スタート地点について、2000 年はサイドライン

寄りからスタートをしているものが目立つが、

2005 年は中央寄りの所から、スタートしているも

のが多い傾向がある。パスキャッチの位置につい

て 2005 年は 2000 年よりゴールから近い位置に集

まっている。平岡 3）は「位置取り時に注意すべき

ことは、自分がシュートしようと判断した位置は、

ボールを受ける直前まで極力近づかないように努

力するべきである。なぜなら、早すぎる移動は、

敵に自分の攻撃意図を教えてしまうからである。」

と述べている。 

 
 

3-3 カットインからのシュート 

2000年と2005年の助走時間とボール保持時間を

それぞれ比較する。佐藤 4）によると、「フェイント

において、相手に見抜かれにくく、または見抜か

れないようにするため、自分の活動は不意をつい

てはじめ、あるいは活動の変化を、実行しなけれ

ばならない。」と述べている。助走時間とボール保

持時間について、それぞれのチームの助走時間の

標準偏差は 2000年が 0.47秒、2005年が 0.33秒、
ボール保持時間の標準偏差は 2000 年が 0.79 秒で
2005年は 0.53秒であり、2000年の方が共にばらつ

きがあることが分かる。 
次に、スタート地点とパスキャッチした地点につ

いて、2000 年の方はゴールからやや遠い位置やサ
イドライン寄りの位置など様々な位置に分散して

いるが、2005 年は 9ｍラインの中央周辺に密集し
ている。 

 
3-4 ラストパス 

ロングシュートとカットインからのシュートの

ラストパスの位置を比較する。両チームのラスト

パスの地点について 2005 年は 2000 年より比較的

左右のバランスが良い傾向がある。 

 
 
4 まとめ 

 本研究の結果と考察を以下のようにまとめた。 

1.2005 年のチームは、バックコートプレイヤーの
シュートの中でロングシュートが最も多かったが、

シュート率が 2000年に比べかなり低く、バックコ
ートプレイヤーの得点源は、カットインからのシ

ュートということが分かった。ロングシュートの

シュート率を上げるために、シュートタイミング

に変化をつけ、半円または斜めに助走を取るよう

に修正する必要がある。 
2.カットインからのシュートでは、2005 年はタイ
ミングが単調になっていることがわかり、スター

ト地点をシュート地点からなるべく離れた位置を

取るように修正することで改善されると考えられ

る。 
3. 右サイドのラストパスからのシュートを増やす
と、更にラストパスのバランスが良くなる。 
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シュー ト スター ト地点

図 2 　 2 0 0 0 年 ロング シュー トのス タ ー ト地

点
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