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1. 緒言 

2020 年開催の東京五輪やその後の世界大会に

向け、日本オリンピック委員会や日本スポーツ振

興センターを中心に、タレント選手の発掘・育成

を目指した取り組みが行われている。陸上競技に

おいても U19 世代を対象とし東京五輪やその後

の国際大会で活躍できる競技者を強化育成する

制度としてダイヤモンドアスリート制度 1)があ

る。 
競技者の強化育成や育成方針が整備されつつ

あるが、陸上競技におけるタレント選手の発掘・

育成がその後のパフォーマンス向上に繋がって

いるかに関する研究やエリート選手の早期発掘

の可能性や育成モデルについて述べている研究

は乏しい。 
本研究では、中学 3 年時に全国トップクラスで

あった選手の種目と全国ランキングを、その後

10 年間追跡調査し、ランキング推移と種目トラ

ンスファーの観点から、中学年代でのタレント選

手発掘の可能性を検討することを目的とする。こ

れらを明らかにすることにより、日本陸上競技界

の更なる発展のための育成プログラムを考察す

ることや、中学校期の種目の在り方などを検討す

る一助となる可能性がある。 
 
2. 研究方法 

2-1 被験者  

2000～2006 年度に中学 3 年生であり、各種目

で中学 1～2 年生を除いた全国ランキング 10 位

以内または全日本中学校陸上競技選手権大会、ジ

ュニアオリンピックで入賞した選手(男子 1,274
人、女子 1,004 人)を対象とした。 

 
2-2 データ収集方法 
 陸上競技マガジン記録集及び記録部が運営す

るランキングサイト(https://rikumaga.com/)を用い

て、対象者の種目、年次ベスト、全国ランキング、

継続・競技変更の有無を 15～25 歳までの 10 年間

を追跡して収集した。中学 3 年時を中学校期、高

校時代を高校期、大学時代または 19～22 歳時を

大学期、大学卒業後の社会人 1～3 年目または 23
～25 歳時をシニア期とした。中学校期は中学ラ

ンキング、高校期は高校ランキング、大学期とシ

ニア期は日本ランキングを用いて成績の集計を

行った。種目や記録が不明である者は競技を継続

していないと見なした。 
 
2-3 統計処理 

 集計したデータから同じ競技の継続、他の競技

への変更、全国ランキングの変化について、各種

目、男女別に単純集計した。統計ソフトは JMP8.0
を用いた。 
 
 

3. 結果 

3-1 各期での 20 位以内の成績を収めた割合 

 各期における 20 位以内の成績を収めた割合を

図 1 に示した。男女ともに高校期は 20 位以内の

成績を収める割合は 40%程度であったが大学期

とシニア期は 20%程度に低下した。20 位以内の

成績を最も多く収めた区分は高校期女子の 49%
であった。男子では各期において、種目をトラン

スファーする者よりも同種目を継続する者が 20
位以内の成績を収める割合が高かった。女子では

各期において、種目をトランスファーする者と同

種目を継続する者が、20 位以内の成績を収める

割合が同程度であった。 
 男子で同種目を継続している者が 20 位以内の

成績を収めている割合が高い理由の一因として、

女子と男子の種目数の違いが挙げられる。中学校

期に男子のみで行われている棒高跳では、中学校

期から高校期の競技継続率が 95%、20 位以内の

成績を収めた割合が 66%と非常に高い割合を占

めていた。棒高跳の競技継続率と優れた成績に関

しては今後詳しい研究をしていく必要がある。 

 
図 1 各期での 20 位以内の収めた割合 

 
3-2 高校期にトランスファーした種目 

 高校期に種目をトランスファーした上位 5 つ

を表 1 に示した。男子で最も高い割合を収めたト

ランスファーは中学校期の 200m から高校期の

100m(28%)であった。女子で最も高い割合を収め

たトランスファーは中学校期の 3000m から高校

期の 5000m(32%)であった。 
 

3-3 大学期にトランスファーした種目 

 大学期に種目をトランスファーした上位 5 つ

を表 2 に示した。男子で最も高い割合を収めたト

ランスファーは中学校期の 200m から大学期の

100m ， 中 学 校 期 の 110mH か ら 高 校期 の

400mH(17%)であった。女子で最も高い割合を収

めたトランスファーは中学校期の走幅跳から高

校期の三段跳(23%)であった。 
 
3-3 シニア期にトランスファーした種目 

 シニア期に種目をトランスファーした上位 5
つを表 3 に示した。男子で最も高い割合を収めた

トランスファーは中学校期の 200mからシニア期
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の 100m，中学校期の 3000m からシニア期のハー

フマラソン(10%)であった。女子で最も高い割合

を収めたトランスファーは中学校期の走幅跳か

らシニア期の三段跳(23%)であった。 
 

4.考察 

 短距離系の種目においては、男女ともに 200m
から 100mへのトランスファーが多い傾向にあっ

た。同系統の種目でありトランスファーしやすい

状況にあることや、100m の後半に発生する疾走

速度の低下を 200mで身に付けたスピード持久の

能力でカバーでき、上位の成績を残しやすいこと

にあることからこのようなトランスファーが発

生したと考えられる。 
 中長距離系の種目においては、高校期、大学期

と大会で開催される種目数が増えることなどか

ら自分の適性にあった、より長い距離の種目に挑

戦する傾向にあった。また、シニア期においては、

長距離(駅伝)に力を入れている実業団が多くあ

り、競技を続けやすい環境が整っていることから、

他の種目に比べトランスファーが多く発生した

と考えられる。 
 跳躍系の種目においては、男女ともに走高跳、

棒高跳でトランスファーする選手は少なかった。

特徴のある踏み切り動作であるため、他種目との

技術的な関連が無かったことが要因の 1 つであ

ると考えられる。 
 投てき系の種目においては、種目をトランスフ

ァーをする傾向よりも同一種目を継続する傾向

があった。 
 混成競技においては、単独種目でも優れた競技

レベルを有しており 2）、多くの種目にトランスフ

ァーしていたため、特定の種目だけにトランスフ

ァーする傾向は少なかった。 
 

5. まとめ 

 本研究では、陸上競技における中学生トップア

スリートの 10 年間の競技成績を追跡調査し、ラ

ンキング推移と種目間トランスファーについて

明らかにすることを目的とした。得られた結果は

以下の通りである。 
1． 中学校期に全国トップレベルの競技成績を残

すことが、その後の競技成績を必ずしも保証しう

るものではない。 
2．ランキング上位に残る者の約半数は種目をト

ランスファーしている。 
3．種目間トランスファーは同系統の種目で多く

見られた。長距離に関しては、より長い距離に挑

戦する傾向があった。 
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表 1 高校期にトランスファーした種目

 
 

表 2 大学期にトランスファーした種目

 
 
 

表 3 シニア期にトランスファーした種目

 
 

トランスファー 割合 トランスファー 割合
 200m→100m 28  3000m→5000m 32

 110mH→400mH 24  1500m→3000m 30

 3000m→5000m 21  200m→100m 29

1500m→3000m，3000m→1500m 18  3000m→1500m 28

 1500m→5000m 16  100m→200m 26

男子 女子

トランスファー 割合 トランスファー 割合
200m→100m，110mH→400mH 17  走幅跳→三段跳 23

3000m→ハーフマラソン 14  800m→1500m 20

100m→200m，200m→400m 13  200m→100m 18

800m→1500m，砲丸投→円盤投 11  3000m→10000m 13

100m→200m，200m→400m
 3000m→5000m

12 走幅跳→三段跳 10

男子 女子

トランスファー 割合 トランスファー 割合

 200m→100m
3000m→ハーフマラソン

 3000m→5000m 7 1500m→10000m，3000m→10000m 10
 800m→1500m

1500m→ハーフマラソン
3000m→10000m，3000m→マラソン

800m→1500m，800m→10000m
1500m→ハーフマラソン，3000m→20km

100m→200m，200m→100m
1500m→3000m，1500m→マラソン

男子 女子

10  走幅跳→三段跳 13

5

4

8 3000m→マラソン

400m→400mH，100mH→400mH

100m→200m，走幅跳→三段跳 7

6

6


