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1．緒言 

 陸上競技のやり投げは、男子 800g、女子 600gの

比較的軽い棒状の投てき物をいかに遠くへ投げる

かを競い合う種目である。これまでのやり投げにお

ける研究は、競技者のパフォーマンス向上を目的と

した動作分析が一般的であり、文献は多く存在する。 

 一方、やり投げの主な傷害は肘・肩関節（主な傷

害名は内側側副靭帯炎、上顆炎、肩甲下筋腱炎、腱

板断裂等）とされているが 1)、投動作は支点となる

脚から膝、股関節から腰、胸部から肩、そして腕か

ら手首といった運動連鎖（運動エネルギーの伝搬）

を要することから、肘・肩関節以外にも多くのスト

レスがかかっていると考えられる。このように、投

動作や投球動作によって受傷する部位や受傷名は

報告されているが、どのような投動作が傷害に結び

付くかを検討した報告は見当たらなかった。 

 そこで本研究は、やり投げ競技者と七種競技者

（種目内にやり投げ競技を有する）を対象に、どの

ような投動作項目が､身体各部位の傷害を引き起こ

すのか､ロジスティック回帰分析を用いて検討した。 

 

2. 研究方法 

2-1. 撮影期間・対象 

 平成 25 年 9 月 6 日～8 日、国立競技場にて行わ

れた日本学生陸上競技対校選手権にて、女子やり投

げ選手 34名（以降 J群）、七種競技選手 22名（以

降 H群）を分析対象とした。 

2-2. 分析方法 

やり投げの動作項目が傷害を引き起こす確率を

調べるために､従属変数として傷害の有無を､やり

投げ投動作の質的変数として､動作局面毎に､右脚

接地時（以降 R-on）に 6 点、右脚接地～左脚接地

の移動中（以降 R→L）に 5 点、左脚接地時（以降

L-on）に 5点、左脚接地～リリース（以降 L→REL）

に 4点、リリース（以降 REL）に 3点、やりの軌道

に 1 点、合計 24 点を独立変数（表 1）、競技者の

年齢・記録・種目を量的独立変数とし､ロジスティ

ック回帰分析を行った。なお、分析局面はラストク

ロスからリリース時までとした。変数投入法には 

強制投入法を用いた。 

統計分析には統計ソフト（EZR.ver.1.20）を使用し、

有意水準は 5%未満とした。 

2-3. 傷害調査 

 電子メールにて各群の被験者に、平成 23 年度か

ら平成 25 年度の日本学生陸上競技対校選手権まで

の傷害の有無と傷害内容を聴取した。その際、受傷

した全ての傷害を回答してもらった。 
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図 1.  R-onから RELまでのスティックピクチャー 

 

表 1. 投動作項目とコード化 
局

面 
変数 ラベル 

コード 

0 1 2 

R

❘o
n
 

v1 やりが肩の高さで保持されている いいえ はい  

v2 
やり穂先が目の高さに 

構えられている 
いいえ 

はい

（下） 

はい

（上） 

v3 肘が伸びている いいえ はい  

v4 身体が後傾している いいえ はい  

v5 
下半身（つま先、膝）が 

進行方向に向いている 
いいえ はい  

v6 右肘の位置 中 下 上 

R
→
L

 

v7 肘を引いてきている いいえ はい  

v8 右肘の角度 同じ 
広く 

なる 

狭く 

なる 

v9 右肘の位置 同じ 下がる  

v10 後傾を保っている いいえ はい  

v11 
下半身（つま先、膝）が 

進行方向を追っている 
いいえ はい  

L

❘o
n
 

v12 股関節の開き 無 有  

v13 身体が前傾している いいえ はい  

v14 骨盤が前を向いている いいえ はい  

v15 胸が張られている いいえ はい  

v16 つま先（左）が内側を向いている いいえ はい  

L

❘o
n
→
R
E
L

 

v17 肘がより上向きである いいえ はい  

v18 左脚に身体が乗り込んでいる いいえ はい  

v19 サイドスローか否か いいえ はい  

v20 肘を引いてきている いいえ はい  

R
E

L
 

v21 リリース時の顔の向き 横 前  

v22 リリース時の軸脚膝角度 屈曲位 伸展位  

v23 リリース時の肘関節角度 伸展位 屈曲位  

 
v24 やりの軌道 迎角有 迎角無    

 

3. 結果と考察 

3-1. スポーツ傷害の既往歴 

 スポーツ傷害の受傷者数は、J群が 22名（61.8%）、

H群が 13名（63.6%）であった。一人あたりの受傷

件数は、J 群が 2.1±1.1 件、H 群が 2.8±2.6 件で

あった。 

 また、主に投球傷害で取り上げられる傷害部位

（肘・肩・腰・膝）1)2)を選定し、傷害の割合をま

とめた。J群では肘が 14件で 34%、肩が 6件で 14%、

腰が 11 件で 26%、膝が 4 件で 9%、その他が 7 件で

17%であった。H群では、肘が 4件で 11%、肩が 1件

で 2%、腰が 4件で 11%、膝が 8件で 22%、その他が

18件で 51%と、その他の傷害が半数を占めた。 

3-2. 投動作と肘関節傷害との関係 

R-onから L-on時、「右肘が肩の高さより下がる」

[v9]競技者は、4.98倍傷害の可能性が高かった（表

2）。また本対象者の多くは、L-onから REL時にか

けて肘先行型投動作であった。肘の先行は肘の外反

を強制し 2)、内側側副靭帯に引っ張りストレスをか

けていること、さらに運動連鎖の破綻も考えられる。 

次に、REL 時、「軸脚の膝が伸展位」[v22]の競

技者は、5.44 倍傷害の可能性が高かった（表 2）。

また本対象者の多くは REL時、軸脚の膝伸展により

臀部が後方に突き出ることが挙げられた。間瀬は、

「踏み込み脚が伸びてしまうことで、お尻が後ろに

引けてしまい、手だけの投げ(以降手投げ)になる」



3)と報告しており、本対象者の投動作に該当するも

のではないだろうか。手投げはリリース時に肘が下

がり、腕にかかる負担を肩甲骨で受けることができ

ず、肘への負担が大きくなるとされていることから、

本対象者の場合、傷害の可能性が高まることが示唆

された。 

 また表 3 は、各群と伸展位競技者との平均記録、

全体の平均記録である。この結果から、REL時に軸

脚の膝が伸展位の競技者は、好記録であると言えた。

つまり、好記録動作と傷害の可能性がある動作は同

じであると考えられ、このことは傷害予防やリハビ

リテーション等の重要性を示唆するものであった。 

 

表 2. 肘関節結果 

  オッズ比 P値 

(Intercept) 0.0628 0.000589 

右肘が低い 4.98 0.0337 

軸脚膝が伸展位 5.44 0.0107 

 

表 3. 平均記録 

群 n 平均記録(m) n 膝伸展位平均

(m) 

J群 34 43.43±11.8 16 47.15±4.1 

H群 22 34.22±8.3** 10 37.05±3.6*** 

全体 56 39.81±11.5 26 42.99±6.1 

**: P<0.01, ***: P<0.001 

 

3-3. 投動作と腰部傷害との関係 

(1)投動作について 

R-onから L-onにかけて「右肘角度が狭くなって

いく」[v8]競技者は、4.46 倍傷害の可能性が高い

結果を示し、また肘先行型投動作の傾向であった。

これは上記でも述べた通り、運動連鎖の破綻を示唆

するものである。また、鈴川らは、「投球における

上肢や体幹の運動メカニズムの破綻は、結果的に上

肢の異常運動や過剰な力発揮を要求され傷害に至

る」1)と報告していることから、本対象者は過剰な

力発揮により、体幹部や腰部の受傷も考えられる。 

 次に、L-onから REL時、「サイドスローの傾向」

[v19]にある競技者は、6.99倍傷害の可能性が高い

結果となった。サイドスローは遠心力（回転力）が

かかり、身体の開きが早くなることが考えられる。

実際に本対象者にもその傾向が見られた。投動作に

おいて身体の開きが早いことは、通常よりも早く骨

盤（腰）の回転が始まることである。また、体幹筋

は腰椎を支える重要な筋であり、骨盤の回転と体幹

筋の連動が上手くいかないと、ねじれの力が骨に加

わり腰痛の原因になる 3)と報告されている。本対象

者の投動作はそれに該当するものではないだろう

か。 

唯一結果が出た受傷を防ぐ動作は、L-on 時にお

いて「胸が張られている」[v15]ことである。結果

が 0.09 倍と、顕著に低い数値を示した。胸が張ら

れている競技者に多く見られた動作は、胸部から体

幹部にかけてしなりが生まれていたことであり、こ

れによってムチ運動を行うことが出来る。ムチ運動

は運動連鎖であり、身体の機能特性に合致した合理

的な投動作 5)とされていることから、無駄な力発揮

や力みが生まれず、受傷可能性の少ない投動作を行

うことが出来ると考えられる。 

表 4. 腰部結果 

 

(2)文献による腰部傷害の一考察 

腰部は脊柱や骨盤、またそれらを支持する筋や腱

も含まれ、複雑な構造である。実際に脊柱は、別々

の椎骨が重なり合ってできており、多くの椎間板軟

骨と靭帯によって繋がれている 2)。またバイオメカ

ニクス的にも、異常筋活動やアライメント不良等、

腰痛との関係を報告している 4)。つまり、投動作の

みでの検討は、信頼性に欠けるものと考えられる。 

 

4. まとめ 

 大学生のやり投げ選手 34 名、七種競技選手（種

目内にやり投げ競技を有する）22名、計 56名を対

象とし、どのような投動作項目が､傷害を引き起こ

しやすいか､ロジスティック回帰分析を用いて検討

した結果、以下のことが明らかになった。 

1) 肘関節傷害 

 R-onから L-on時において、肘を肩の高さより低

く構えている競技者は 4.98 倍傷害の可能性が高か

った。また、REL時において軸脚の膝が伸展位の競

技者は 5.44 倍傷害の可能性が高かった。しかし、

伸展位にある競技者群のほうが記録は良かったこ

とから、好成績は肘の傷害を招く可能性が高まるの

で、傷害予防やリハビリテーション等がより重要と

なる。 

2)腰部傷害 

 R-onから L-on時において、肘角度がより小さい

競技者は、4.46倍傷害の可能性が高かった。また、

L-on から REL 時において、サイドスローの傾向に

ある競技者は、6.99倍傷害の可能性が高かった。 

L-on 時において､胸が張られている競技者は､そう

ではない競技者に比べて約 10 倍傷害の可能性が低

かった。 
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  オッズ比 P値 

(Intercept)     0.25 0.0242 

右肘角度が狭い    4.46 0.0385 

サイドスロー   6.99 0.0464 

胸が張られている 0.0954 0.0136 


