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1. 緒言 

日本の女子サッカーの競技人口は増加傾向にあ

り、大学女子サッカーリーグに所属するチームも

増えている。大学女子サッカーの特徴としては、

他競技と比べて経験年数の少ない選手を多いこと

があげられる。そのような選手を多く含むチーム

の試合展開では、1度のキックでのボールの移動距

離が短い。しかし、本来ロングキックはパス・ゴ

ールキック・フリーキック・シュート・サイドチ

ェンジ・クリアリングなどゲームの様々な局面で

多用される重要な技術である。競技開始年齢が早

い選手の場合は、体の成長とともにできるように

なる場合が多いが、競技を始めたばかりの選手が

どのように練習をしたらよいかなどは明らかでな

い。また、ロングキックに関しては筋力や体格が

大きく影響するとも思えるが、競技レベルが高い

ほど体格の小さい選手でその技術を持つことが多

くなる。つまり、体の使い方や姿勢・インパクト

など筋力や体格以外の要素も大きな影響を及ぼす

可能性があるのだ。そこで本研究では、姿勢や意

識などを改善することで、女子サッカー未習熟者

がロングキックの技術を習得する過程を記録し、

よりよい指導について考察することを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1 研究対象 

 茨城大学女子サッカー部所属選手 10 名、男子サ

ッカー部所属選手 3 名を対象とした。 
2-2  研究手順 

11 月 9 日～12 月 29 日に 3 回の飛距離測定・撮

影・意識調査を実施、その間に 2 週間の練習期間

を設けた。測定は 1 度に 3 回行い、ビデオカメラ

を利用し、右・左・後ろから助走～キックまでを

撮影した。撮影した映像は「超編 Ultra Edit2」・

「AviUtl」で静止画・動画とし、考察に使用した。 

1 回目の飛距離測定で被験者を男女習熟者・女子

準習熟者・女子未習熟者に分け、各群の姿勢やキ

ック時の意識などにおいて相違点を発見、その相

違点に基づいて到達目標を設定した。到達目標・

評価規準は、表 1 の通りである。その後、到達目

標を達成するためのメニューを作成、女子準習熟

者と女子未習熟者を対象とした練習を行った。 

評価は、到達目標を基に運動評価表を作成、動

画・静止画と意識調査の一部の内容を得点化した。

得点は規準を満たす場合○（2 点）、基準に近い場

合△（1点）、基準を満たしていない場合×（0点）

として合計得点と得点率を求め、飛距離と併せて

考察した。 

3. 結果と考察 

3-1 練習者群の選別 

 1 回目の最高飛距離により、Ａ群（男子習熟者）

は 3 人、Ｂ群（女子習熟者 30ｍ以上）は 3 人、Ｃ

群（女子準習熟者 20ｍ以上 30ｍ未満）は 3人、Ｄ

群（女子未習熟者 10ｍ以上 20ｍ未満）は 4人とな

った。また、助走の最後の一歩（一歩助走）の距

離も測定、平均がＡ群で約 1.75ｍ、Ｂ群で約 1.6

ｍ、Ｃ群で約 1.4ｍ、Ｄ群で約 1.2ｍだった。 

3-2 評価規準と練習メニュー設定 

 相違点に基づいて評価規準を表 1 のように設定

し、6局面を「助走」「インパクト」「フォロースル

ー」の 3 要素にまとめ、練習の段階とした。これ

らの要素は前後で関連のないものではないため、

重複して練習し、また被験者によって進度が異な

るため、各個人の学習の様子を見ながら練習や言

葉かけを行った。練習時間の平均は、7.4 日/2 週間、

約 15 時間であった。 

3-3 測定結果 

Ｃ・Ｄ群の平均得点率と平均飛距離は、第 1 回

では 37％だった得点率は、第 2回で 59％、第 3 回

では 67.42％となった。飛距離も得点率の上昇に伴

い、第 1 回の 20.02ｍから第 2 回で 23.27ｍ、第 3

回で 24.54ｍとなった。 

分析のため 2 種の分類を行った。分類 1 は最終

飛距離により、上位群を 26ｍ以上、下位群を 26ｍ

未満とした。分類 2は練習後飛距離が 5ｍ以上伸び

た群を上達群、伸びなかった群を非上達群とした。 

分類 10.1)0.2)1.1)4.2)5.2)は、上位群全員で○で

あった。このうち 4.2 以外は、大きな重心移動場

面のスピード・勢い・リズムと深く関わる項目で

ある。つまり、スムーズで力強い重心の移動が、

飛距離を伸ばすポイントの 1つだと考えられる。 
2.1)4.1)は、全ての被験者において、第 3 回の

測定で○だった。同様に 0.1)0.2)4.2)5.1)5.2)に

おいては改善傾向が見られた。これら 7 項目は短

期間で改善しやすい技術であると考えられる。一

方、3.1）3.2）、4.4）は、練習の前後で変化が少

ないか、評価が下がった。これは、この項目が、

他の項目の変化に何らかの影響を受けたか、2週間

では変わらない筋力等の要素を含むと考えられる。 

分類 2 上達群は、第 1 回の平均飛距離が 19.54ｍ、

第 2 回が 3.58ｍ、第 3 回が 24.54ｍであり、2 週間

の練習を通して 6.18ｍ飛距離を伸ばした。そして

得点率は、第 1 回で 34.8％、第 2 回では 61％、第

3回では 69.4％、練習の前後でおよそ 2倍となった。 

 
図 1：上達群の平均飛距離・平均得点率の推移 
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一方非上達群では、第１回の平均飛距離が 21.25
ｍ、第 2 回では 22.5ｍ、第３回では 21.6ｍであり、

全体を通しては+0.35ｍであまり大きな変化はなか

った。そして得点率は、第 1 回で 42.5％、第 2 回

で 50％、第 3回で 62.5％と、練習後は練習前の+20％
であった。上達群は得点率の増加に伴い飛距離も

伸びているが非上達群ではその傾向が見られない。

2 週間を通じて上達群では得点率が+34.6％である

のに対し、非上達群では+20％と約 15％の差がある

ことから、非上達群の飛距離が伸びなかった原因

の 1 つとして得点率増加の割合が少なかったこと

が考えられる。 
飛距離測定の際に実施した意識調査で、ロング

キック時に意識していること・コツだと思うこと

を聞き、回答された項目の平均の数と飛距離の関

係を調べたところ、上達群では、意識・コツの数

の増加に伴い飛距離も伸びていた。一方、非上達

群においては、第 2 回で意識・コツの数が増える

とやや飛距離も伸び、第 3 回で意識・コツの数が

第 2 回より減ると飛距離も短くなった（図 2）。こ

れらの関係を合わせて考えると、「確かな意識を持

ってねらった動きができるようになる」、もしくは

「偶然できたことから自分でコツを見つけ次回か

ら意識して運動を行う」という、意識と体の動き

が相互に作用する過程では飛距離は伸びる。しか

し、「意識ばかりで動きが伴わない」、「無意識の状

態で運動を行っている」場合には飛距離が伸びな

いということがいえる。 
非上達群の飛距離と意識・コツの数の推移
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図 2：非上達群の飛距離と意識・コツの数の推移 

 

 

4 まとめ 

本研究で明らかになったことは以下の通りであ

る。 

1)練習期間中、被験者は筋力トレーニングを行わ

なかったが、平均４．５２ｍ、もっとも飛距離が

伸びた者で６．９ｍ飛距離を伸ばした。つまり、

筋力の向上に関わらず姿勢や意識の改善により、

女子習熟者群程度まで飛距離を伸ばすことは可能

であるといえる。 

2)練習前後の運動評価の比較を比較すると、イン

パクト・スピード・勢い・リズム等に関する項目

についての改善傾向が強かったことから、正確な

インパクトを意識すること、さらにスピード・力

強さ・勢い・リズムの改善によるスムーズで力強

い重心移動が飛距離を伸ばすためには重要となる。 
3)「上達群の平均飛距離・平均得点率の推移」、「上

達群・非上達群の飛距離と意識・コツの数の推移」

については関連性が見られた。これは、意識と体

の動きと飛距離の間には関連性があり、意識と姿

勢が共に改善されていくことにより飛距離が伸び

る事を示している。 
4)今回の練習では、個人の学習のペースに合わせ

て内容や学習段階を変えていった。第 3 回目の意

識調査により「自分にあった練習・言葉かけ」を

聞いた所、内容は様々であった。このことから、

それぞれのペースに合わせて学習を進めること、

様々な練習方法・言葉と説明を指導の中で用いる

ことで、練習者に合ったものを練習者自身が取捨

選択できる状況をつくることが重要であったと言

える。 
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表１：運動局面と運動評価 
局面 局面設定 評価項目 評価項目の内容 

０．１ 十分な助走距離とスピードがある。 助走 助走スタートから第

１局面まで ０．２ 最後の一歩が大きく取られている。 
１．１ 上半身が前傾になっている。 第１局面 振り足が助走で最後

に地面につく瞬間 １．２ 左腕が高く上がっている。 
第２局面 右足が離れ、軸足着く

までの中間 
２．１ 上半身を振り足と逆方向に、十分に反らすことができて

いる。 
３．１ 振り足が腰の位置まで上がっている 
３．２ ボールの真横に軸足をついている。 

 
第３局面 
 

軸足が地面に付く瞬

間 
３．３ 後ろから見たとき、軸足の傾きが十分である。 
４．１ インフロント・インステップにミートしている。 
４．２ ボールの中央やや下を蹴るように意識している。 
４．３ 頭部がボールのほぼ真上にある。 

第４局面 ボールと足のインパ

クトの瞬間 

４．４ 引き上げられた足が素早く振り下ろされている。 
５．１ 十分なひねり動作が起こっている。 第５局面 振った足が一番高く

上がる瞬間 ５．２ 足裏が地面から離れ前方に進む。 


