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1．緒言 

バレーボールに限らず様々なスポーツの大会や
毎日の練習において、ベストなパフォーマンスをす
るには日頃からの体調管理は重要な要素とされて
いる。適度な睡眠と十分な栄養摂取が、試合やトレ
ーニング後の疲労回復にも影響し傷害予防にも繋
がる。スポーツの本来の目的は、心身の健康を増進
し体力の向上をはかることである。しかし傷害を負
うことにより、身体的苦痛のみならず、回復までに
要する心理的・時間的・経済的負担もはかりしれな
い。 

バレーボールは、心・技・体の調和がとれてはじ
めてベストなパフォーマンスができるスポーツで
あると言える。そのため、技術を向上させる練習を
するだけでなく、心身共に健全な状態でプレーする
ためのトレーニングや体調管理も怠ってはならな
い。また、バレーボールはチームスポーツであり、
体調管理においても個人だけでなくチーム全体で
実施する必要がある。 

また並河ら 2)によると、スポーツの分野に医科学
的側面からのアプローチが求められることが多く
なってきている。競技スポーツ、健康スポーツが安
全でかつ効率的に行われるためにも医科学的側面
からのサポートは必要不可欠になってきていると
している。しかし並河らの調査において、医科学的
サポートの実施状況を見る限りにおいては、その状
況は満足のいくものとは言い難い。 

本研究は、高校生競技者の睡眠、食事、傷害発生
における実態を把握し傾向を見出すことを前提と
した。その上で、指導者の指導の実施状況や専門家
によるサポートの必要性についての調査結果を基
に、高校生競技者の体調管理においての必要性を探
究することを目的とする。 
 
 
2． 研究方法 

2-1 調査対象 

茨城県内の高等学校バレーボール部員で、平成

22 年 11 月現在現役で活動している者を対象とした。

調査は平成 22 年 11 月中旬～平成 22 年 11 月末に実

施し、計 14 校 142 名（男子 39 名、女子 103 名）か

ら回答を得た。 

 大会成績は男子が県大会ベスト 8 以下 3 校、地区

大会上位 1 校、地区大会下位 1 校であった。女子は

県大会ベスト 4以上2校、県大会ベスト 8以下3校、

地区大会上位 2 校、地区大会下位 2 校であった。ま

た、「大会成績上位校」を男女県大会ベスト 4 以上、

県大会ベスト 8 以下の 8 校、「大会成績下位校」を

地区大会上位、地区大会下位の 6 校に区別した。 
 
2-2 調査方法 

無名自記式によるアンケート用紙を郵送し、部

員に回答を得た。回収後、Microsoft Office Excel 2007

を用いて単純集計、クロス集計を行った。また SPSS 

11.0J for Windows を使って、カイ二乗検定、ノンパ

ラメトリック検定を行った。有意水準は 5%に設定

した。 
 

2-3 調査内容  
【1】基本データ 
学年、年齢、性別、身長、今年度の大会成績、バ
レーボールを始めた学年・年齢、練習日(週～日)、
平日・休日の練習時間、ポジション 

【2】睡眠 
・平日、休日の就寝・起床時間 
・睡眠時間は十分または不十分であるか 
・不十分の原因として何があげられるのか 
・大会や合宿前に睡眠時間に変化はあるのか 
【3】食事 
・平日(通常の練習が行われる)時の 1日の摂取回
数・摂取品目   

・摂取品目の頻度(1～2 日、3～4 日、5 日) 

・間食の摂取状況 

・時間帯(昼食前、練習前、夕食前、就寝前) 

・大会会場内での摂取品目(上位 4 つまで) 

・プロテイン及びサプリメントの摂取状況 

・普段の食事についての感じ方(食事の量、栄養バ
ランス) 

【4】傷害 

・発生した傷害名・部位(競技開始時～現在・1 年前
～現在) 

・傷害の発生した状況・原因(1 年前～現在) 

・傷害の予防法・再発防止法の実施状況 

・テーピング・サポーターの装着状況(傷害予防、
再発防止別) 

【5】医科学的側面からのサポート 

・指導者の体調管理における指導の実施状況 

・指導者から受けている体調管理の指導の内要 

・専門家によるサポートの必要性・受けてみたい内 

 容・必要ない理由 
 
 
3．結果と考察 

3-1 睡眠 

睡眠時間が足りない理由と大会成績間に有意な
差が見られた(p<0.01)。大会成績上位校は「帰宅時
間が遅いから。」41 人、(51%)「テレビを観ていて
夜更かししてしまうから。」17 人(21%)が上位を占
めた。大会成績下位校では「宿題や勉強で大変だか
ら。」、「帰宅時間が遅いから。」どちらも 21 人、
(37%)で上位を占めた。全体的に「帰宅時間が遅い」
との回答が多いことは、部活動の練習が遅くまで行
っている、遠方からの通学等様々な原因が考えられ
る。適度な睡眠時間を得ることは、パフォーマンス
の向上や疲労回復に繋がる。しかし、睡眠時間が足
りない理由の内で、「帰宅時間が遅い」「宿題・勉
強が大変」の２項目が上位であることは、睡眠時間
を得ることが難しい人が多い環境下にあるという
ことになる。その反面、全体の約 3 分の 1 が「テレ
ビ」や「趣味」での夜更かしであることから、睡眠
時間を得る余地がある人も見受けられることが分
かる。 
 
3-2 食事：プロテインやサプリメントの摂取状況 

 プロテインやサプリメントの摂取状況は全体で
は「摂取していない」人が大半であった(78%)。し
かし、摂取状況と大会成績間で有意な差が見られた。
(p<0.001)大会成績上位校がプロテインやサプリメ



ントを摂取している傾向が見られた。またこれは、
「現在、指導者から体調管理についての指導を受け
ているか」の質問に対する回答との間で有意な差が
見られた(p＜0.001)。プロテインやサプリメントの
摂取理由は「筋力増加や体重維持等の体調維持のた
め。」が最も多かったが、このことから指導者から
の影響も多尐は考えられる。 
 
3-3 傷害 
 過去 1年間の傷害発生は、競技開始時から現在に
至るまでの傷害発生と比べて総数の割合には殆ど
変化がなかった。しかし、発生した傷害の延べ人数
が尐ないものは過去 1年間に生じたものが殆どで
あった。「腱板損傷」や「ジャンパー膝」のように
急性で生じたものではなく、悪いフォームでのプレ
ーによる負担や疲労の蓄積が原因と考えられるも
のが多かった。 
 発生原因については、「ボール操作」が全体でも、
大会成績別でもほぼ半数を占めて最も多かった。こ
れは不可抗力や技術的要因、体力的要因と複数の要
因が考えられる。他は他律的条件によるもの、環境
条件によるもの体力的要因によるもの、心理・精神
的要因によるものと分類できる。部位別に見ると、
「手指」、「肩関節」は圧倒的に原因が「ボール操
作」であったが、「腰背部」や「大腿部・膝・ふく
らはぎ」は「わからない」という人が最も多かった。
それはこれらの部位の傷害は、疲労の蓄積によって
障害が発生するものや、不可抗力によって発生する
ものが多いからである。「足首」は「人との接触」、
「その他」は「気温がとても高かったあるいは低か
った」との回答が最も多い。つまり、傷害の発生原
因は複数存在する場合もあるが、大体は原因をつき
とめることが出来、傷害予防へ繋げることができる
のである。 
 
3-4 医科学的サポート 
 「現在、指導者から体調管理についての指導を受
けているか」の質問に対する回答と、大会成績間に
有意な差が見られた(p<0.05)。成績が上位である程
「はい」と回答する人が多い傾向になった。また、
「体調管理において専門家によるサポートについ
てどう思うか」の質問に対する回答と、大会成績間
に有意な差が見られた(p<0.05)。特に「チーム内で
十分に助言や指導が受けられているので必要な
い。」と回答する人は、大会成績が上位である程多
く見られた。「機会があるなら積極的に受けてみた
い。」と回答した人の受けてみたいサポートの内容
は「食事」が最も多かった。指導者から受けている
指導内容も「食事」が多かったが、指導者からの指
導を受けている人も受けてない人も「食事」を選択
している傾向があった。 

以上の主な実態と傾向に、大会成績が強く影響し
ていることがわかる。「指導者の指導の実施状況」
や「専門家によるサポートの必要性」の質問に対す
る回答においても大会成績間と有意な差があり、よ
って大会成績が競技者の体調管理に影響があるこ
とが分かった。競技者が専門家によるサポートを必
要としている項目は「食事」と「傷害」あるいは「傷
害の予防・再発防止法」の項目が多いが、これらは
指導者からの指導内容の上位群である。しかし成績
が下位のチーム程、特に「食事」の指導が尐なく、
専門家によるサポートを求めている人が多い。以上
の結果から、高校生競技者が大会成績に関係なく体
調管理についての指導を受けられる環境と、正しい
知識や実践方法の普及の必要性があることが証明
された。 

4．まとめ 
本研究は、茨城県高等学校のバレーボール競技者

の睡眠、食事、傷害発生における実態を把握した。
その上で、指導者の指導の実施状況や専門家による
サポートの必要性について探求することを目的と
した。その結果は次の通りである。 
 
1) 睡眠時間が足りない理由は上位チームである程

「帰宅時間が遅い」という人が多く、下位チー
ムである程「宿題が大変」という人が多い傾向
になった。 

 
2) プロテインやサプリメントの摂取状況は、大会

成績上位校で、かつ指導者から体調管理につい
ての指導を受けている人が摂取している。 

 
3) 過去 1 年間の傷害発生は、競技開始時から現在

に至るまでの傷害発生と比べて総数の割合には
殆ど変化がなかった。傷害の発生原因は複数存
在する場合もあるが、大体は原因をつきとめる
ことが出来、傷害予防へ繋げることができる 

 
4) 大会成績上位校である程、指導者の体調管理に

おける指導が実施されており、その指導で十分
であるので専門家によるサポートは必要ないと
回答する人が多かった。その反面、「機会があ
るなら積極的に受けてみたい。」と回答した人
の受けてみたいサポートの内容は「食事」が最
も多かった。 
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