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１．緒言 

私は小学生の時に陸上競技の長距離走を始め、現在

も続けている。中学生から高校生にかけて徐々に記録

が伸び、大学 1 年生の 7 月に自己ベストを出すことが

できた。しかし、その頃からシンスプリントの症状が

出始め、徐々に記録が伸びなくなっていった。痛みに

どのように向き合ったら良いのか試行錯誤の連続で、

未だに、コンディションをどのように整えたらよいの

か確信が持てないでいる。 
競技者はパフォーマンス向上のために日々厳しいト

レーニングを行っている。競技者のコンディションは

様々な要因の影響を受ける 1)ため、記録を向上させる

ためには、コンディショニングが重要な役割を果たし

ている。 
また、競技者はコンディションに関わる要因を考え

ると同時に、個人の性格も考慮して原因を探る必要が

あると考えた。原田（2010）は 2）、競技特性によって

性格特性も異なることを明らかにしている。コンディ

ショニング方法も、性格特性によって異なることが考

えられる。 
本研究では、ある中長距離女子選手の競技パフォー

マンスに影響する要因を、その人個人の性格特性もふ

まえた上で縦断的に検討する。本研究を通して競技者

の自立を促し、怪我を防止し、競技のパフォーマンス

を向上させる契機としたい。 
  
２．研究方法 

2-1 対象 

 陸上競技部に所属する競技歴 13 年の女子大学生 1

名を対象とした。専門種目は中長距離であり、測定開

始時の年齢は 18 歳であった。 
2-2 測定期間と調査項目 

測定期間は、2015 年 4 月 1 日から 2018 年 10 月 21

日までの計 1300 日間とし、測定項目は、睡眠時間、起

床時刻、就寝時刻、体重、練習時間、自覚的練習強度、

運動負荷量、最高気温、最低気温、平均気温、平均湿

度である。自覚的練習強度は、5 件法尺度を用いて選

手自身に評価させる自覚的コンディション評価法を用

いた。なお、運動負荷量については、各練習メニュー

の走行距離（km）の平均値と自覚的練習強度の平均値

を乗したものとした。水泳、ヨガ等、走り以外のメニ

ューに関しては、その運動量（エクササイズ）と自覚

的練習強度を乗したものを運動負荷量とした。 

また、対象者は、各試合時で、脚の痛みが全くない

状態の時を 1、かなり痛みがある状態の時を 5 とし、

痛みの程度を 5 段階でランク付けしていた。また、本

人の了解を得て練習日誌を提供してもらい、自由記述

欄に書かれた脚の痛み・怪我についての記述を調べた。 
2-3 分析方法 

 対象者の性格特性は、YG 性格検査を用いて測定した。

また、1300 日分のデータを対象にし、SPSS、Excel を

用いて相関分析を行った。その際、5000ｍの記録を基

に、大会を境として、調査期間を好調期、低下期、低

迷期、不調期、回復期の 5 つに分け、競技パフォーマ

ンスに影響を及ぼす要因を考察した。 

  

３．結果と考察 

3-1 対象者の性格特性 

 対象者は、活動的、のんき、思考的外向、支配性、

社会的外向が高い。また、抑うつ性は小さく、気分の

変化が小さく、神経質ではない、協調的である。3-2 

調査項目の基本統計 

1）痛み以外のデータ  

 痛み以外に関するデータは、表 1 に示した。 

 

表 1 データ数とその特徴 

 
※個人情報保護の観点から、体重はある基準の体重からの差

を表記した。 

2）痛みに関するデータ 

 出場した 23 本のレースのうち、6 本のレースで痛み

のランクが 1 以外であった。また、調査項目の 1300 日

間のうち、痛みの記述があったのは 169 日間であった。 

3-3 痛みと記録の関係  

断続的に痛みが出ていた 2015 年 8 月 19 日の関東甲

信越大会から 2018 年 5 月 19 日の平成国際大学記録会

までの期間では、1500m・3000m・5000m 全ての種目で記

録が低下していた。脚の痛みが無いということが、パ

フォーマンスの向上に関わっているということが推測

日数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
起床時刻（時:分） 1298 3:00 12:00 6:20 54.00
就寝時刻（時:分） 1297 20:20 27:00 23:25 53.78
睡眠時間(時間:分) 1300 3:00 10:00 6:48 52.34
体重（kg） 811 -2 8.1 2.73 2.26
練習時間(分) 954 30 370 110.65 78.28
自覚的練習強度 1278 1 5 2.69 1.17
運動負荷量 1300 0 96.43 21.67 18.64
最高気温(℃) 1300 2.4 39.9 20.82 7.9
最低気温(℃) 1300 -7.9 28 11.41 8.94
平均気温(℃) 1300 -0.8 32.8 15.8 8.14
平均湿度(％） 1300 12 99 71.71 15.47



される。 
3-4 痛みと運動負荷量の関係 

 図 1 は、月ごとの運動負荷量の平均値と痛みの記述

回数の平均値をグラフに表したものである。運動負荷

量が増えると、痛みの回数も増えるということがわか

る。さらに、好調期、不調期において低い相関、回復

期において相関がみられたことから、過度な運動負荷

量が痛みの原因の一つである。 

 

図 1 運動負荷量と痛みの記述回数 

 

3-5 パフォーマンスに関わる要因 

 収集したデータから、脚の痛みの有無、運動負荷量、

体重、気温が競技パフォーマンスに関わっていると推

測された。そこから、競技パフォーマンスに影響を及

ぼす要因を考察した。 

 

1）競技パフォーマンスにプラスとなる要因 

まず、脚の痛みがないということが記録を出すため

には重要であり、痛みをださないためには、十分な休

養をとり、運動負荷量を調節する必要がある。痛みが

でなければ、練習を継続して行うことができ、それは

体重の減少につながる。体重が減少することは、走る

上で、身体の負担が小さくなるため、有利になると考

えられる。休養をとることは、メンタル的なリフレッ

シュや、ストレスの減少にもつながる可能性がある。

好調期・回復期どちらの期も、気温が高かったことが、

怪我が出にくいことにつながっていたと推測した。よ

って、脚の痛みがないこと、適度な運動負荷、体重減

少、高い気温が、競技パフォーマンスにプラスの影響

を与える。 
  
2）競技パフォーマンスにマイナスとなる要因 

 競技パフォーマンス低下のサイクルを図 2 に表した。

痛みがでる原因としては、過度な運動負荷量がある。

痛みがでることで十分な練習を積むことができず、そ

れは体重増加につながる。体重が増加することは、走

る上で、身体の負担が大きくなるため、不利になると

考えられる。また、低下期、低迷期、不調期では、い

ずれも気温が他の 2 つの期に比べ低かった。痛みがで

て思うようにトレーニングができなくなると、気持ち

的にも焦りが生じ、客観的にトレーニング内容をみつ

めることができなくなってしまうのではないか。よっ

て、脚に痛みがあること、過度な運動負荷量、体重増

加が、競技パフォーマンスにマイナスの影響を与える。 

 

図 2 競技パフォーマンス低下のサイクル 
 
3）対象者の性格特性をふまえた考察 

 競技パフォーマンスが低下・低迷する要因として、

過度な運動負荷量、休養日の不足が推測された。これ

は、対象者の「内省力がない」「自己を厳しく見つめよ

うとしない」という性格が影響しているのではないか

と考えられる。トレーニング量を客観的に振り返った

り、自分の身体の状態を厳しく見つめたりしないこと

が、過度な運動負荷量、休養日の不足を招いていたの

ではないか。また、「活動的」という性格も、練習自体

にやりがいを感じることにつながり、これはオーバー

トレーニングに陥りやすい性格であるとも言える。 
 

４．まとめ 

 本研究において、以下のことが明らかになった。 
1）競技パフォーマンスに関わる要因は、試合までの運

動負荷量、脚の痛みの有無、体重、気温である。 
2）運動負荷量が増加すると痛みの回数は増える。運動

負荷量の影響は、約一か月遅れて痛みに反映されるこ

とが推測され、少なくとも一か月ごとに練習メニュー

の振り返ることの重要性が示された。 
3）競技パフォーマンスに関わる要因には、競技者の性

格特性も関わっている可能性がある。まずは自己の性

格特性をよく理解し、それをふまえて練習メニューを

考え、セルフコンディショニングをすることが重要に

なる。 
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