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1. 緒言 

文部科学省の平成 30 年度全国体力・運動能力、

運動習慣調査結果 1)によると、小学校では男子は 8
種目中 3 種目、女子は 8 種目中 6 種目で平成 20 年

度の調査開始以降過去最高値を記録した。しかし、

ソフトボール投げでは、男女ともに平成 20 年度の

調査開始以降過去最低値を記録した。また、茨城

県教育委員会の報告 2)によると、児童生徒の体力は、

平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の体力合計点の結果から、小学校第 5 学年の男子

が第 4 位、女子が第 2 位と依然として全国的に体

力は高い水準を維持している。しかし、小学校の

男子ボール投げの結果は多くの学年で昨年度の全

国平均値を下回っていて、これまでの取組を見直

し、改善することが必要である。 
そこで本研究では、投球動作の向上のために、

投球する際のリリースポイントとリリースタイミ

ングの改善を目的とした教材を身の周りにあるも

ので開発した。その教材を使ったトレーニング前

後のリリースタイミングとリリースポイントがど

のように変化したかを分析し、それに伴う投球動

作の変化から、独自に考案した教材の有効性を明

らかにすることで、子どもの投球動作を改善させ

るための一資料を得ることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者  

茨城県内の I 小学校の第 5 学年 2 クラスの児童

（男子 35 名、女子 33 名）68 名を対象とした。ま

た、被験者の女子 1 名は、体調不良のため、練習

プログラム実施後の撮影には不参加であった。 
2-2 練習プログラム 
1)肩回し 
 オリジナル教具使用前に肩回しを行った。この

肩回しでは、ボールを持たずに、肩に指先を付け、

ゆっくり大きく肩を回すように指示した。また、

肩回しの最後に、肘が高くなってから投球動作を

行ってもらった。これは、投げ手側の肘を高く上

げ、肘を先行して投げることや投げ手の大きなバ

ックスイング動作を意識させることを目的とした。 
2)オリジナル教具の使用 
 ペットボトル 2 つと卓球ボール、マジックテー

プを使って作ったオリジナルの教具を使用した。

ボールの中には、砂を入れ、重さを変えることが

できるようにした。この教具では、腕の振りの強

さ、早さがある程度に達するとボールが移動する

ようにできている。また、ボールが移動する際に

ペットボトルの底に当たることで起きる音や衝撃

で、ボールを投げる際のリリースポイントやリリ

ースタイミングを身に付けることができる。また、

ボールの重みやボール移動時の遠心力により、腕

を強く振ることができるようになる。 
3)ワークシートの記入 

オリジナル教具使用後にワークシートを記入し

てもらった。ワークシートには、日付、使った回

数、重さ、満足度、自由記述の欄を設定した。 
練習プログラムの実施期間は、令和元年 11 月 18

日～11 月 29 日の 2 週間で、ひとつのクラスは体育

授業の初めのみ、もうひとつのクラスは体育の授

業の初めと教室に教具を置き自由に使用できるよ

うにした。2クラスとも体育の授業は4回であった。 
 
2-3 実験条件 
1)ビデオ撮影 
 被験者の投げ手側の頭中点・肩峰点・肘関節中

心・手関節中心・手小指近位指節間関節中心に合

計 5 個のポイントマーカーを付けた。投距離の測

定とともに、投動作をハイスピードカメラ（CASIO
社製、EXIXIM、EX－100）により 240 コマ／秒

で撮影した。2 台のカメラは、被験者の左斜め前と

右斜め前に配置した。2 台のカメラを同時記録する

ために、有線で同時点滅することが可能な LED ラ

イトを使用した。 
2)ビデオ分析 

 動画は、 3 次元ビデオ動作解析システム

（Frame-DIASV）を使用し、分析点のデジタイズ

を行い、3 次元座標を算出した。得られたデータは、

Microsoft Office Excel 2013 を使用し、分析を行った。

統計処理は、プログラム実施前のソフトボール投

げの記録と、練習プログラム実施前後のソフトボ

ール投げの記録をもとに、統計処理ソフト

(SPSSver.17.0)を使用し、分析を行った。 
 

3. 結果と考察 

3-1 オリジナル教具の使用回数 

 全体の平均値は 49 回であった。1 組の平均値は

46 回、2 組の平均値は 51 回であった。男女ごとの

使用回数では、男子の使用回数の平均値が 57 回、

女子の使用回数の平均値が 41 回であった。 
3-2 練習プログラム実施に伴うボールリリース

時の手首角度 

 

 
図 1 手首角度の平均値（単位:度） 

図 1 はトレーニング前後の手首角度の平均値を

示したものである。全体での練習プログラム実施

前の手首角度の平均値は 172.1°、実施後の平均値

は 172.2°であった。男女別に見ると、男子では実

100 150 200 250

全体

男子

女子

後 前



57 
 

施前の平均値は 172.8°、実施後の平均値は 170.4°
で手首角度が小さくなった。女子では実施前の平

均値は 171.4°、実施後の平均値は 174.1°で手首

角度が大きくなった。67 人中 39 人と半数以上がボ

ールリリース時の手首角度は大きくなった。これ

は、オリジナル教具の中にある球の移動のタイミ

ングが速く、手首が掌屈していない状態で手に衝

撃があることでリリースタイミングが早くなった

と推測できる。 
3-3 練習プログラム実施に伴うボールリリース

時の肘角度 

 全体での練習プログラム実施前の平均値は

93.9°、実施後の平均値は 87.0°であった。男女別

に見ると、男子では実施前の平均値は 97.2°、実

施後の平均値は 90.2°で肘角度が小さくなった。

女子も実施前の平均値は 90.3°、実施後の平均値

は 83.4°で肘角度が小さくなった。練習プログラ

ム実施前後でボールリリース時の肘角度が小さく

なった被験者は、67 人中 42 人と半数以上であった

肘を曲げた状態で缶を振るように腕を振るだけで、

教具の中にある球を簡単に移動することができた

ため、教具使用時の投球動作では、肘を伸展させ

ずに使用していた被験者が見受けられた。このこ

とが肘角度の低下につながった可能性がある。 
3-4 練習プログラム実施に伴うソフトボールの

投距離の変化 

練習プログラム実施前の平均値は 17.5m、練習プ

ログラム実施後の記録の平均値は 16.2m であり、

投距離が短くなった。男女別の投距離は、男子は

練習プログラム実施前の平均値は 21.8m、練習プロ

グラム実施後の平均値は 19.1m と低くなった。女

子は練習プログラム実施前の平均値は 12.9m、練習

プログラム実施後の平均値は 13.0m と高くなった。 
3-5 練習プログラム実施に伴う投球初速の変化 

 全体の練習プログラム実施前の平均値は

53.6km/h、練習プログラム実施後の平均値は

53.7km/h であった。男女別の投球初速は、男子の

被験者の練習プログラム実施前の平均値は

61.4km/h、練習プログラム実施後の平均値は

59.7km/h であり、女子の被験者の練習プログラム

実施前の平均値は 45.2km/h、練習プログラム実施

後の平均値は 47.2km/h であった。普段、投球動作

をしていない女子の被験者がオリジナル教具を使

い、投球動作を行ったことで、腕の振りが早く、

強くなり、手首角度の増加と肘角度の低下を超え

て投球初速を向上させたと推測できる。 

3-6 練習プログラム実施前後でのリリースポイ

ントの変化 

 練習プログラム実施前の平均値は 12.3cm、練習

プログラム実施後の平均値は 7.8cm であった。練

習プログラム実施前後の肘角度が小さくなった被

験者の実施前の平均値は 14.4cm、実施後の平均値

は 6.1cm であった。練習プログラム実施前後の肘

角度が大きくなった被験者の実施前の平均値は

8.8cm、実施後の平均値は 10.8cm であった。リリ

ース時の肩から小指までの距離が低下し、リリー

スポイントが後方になった被験者は、67 人中 52 人

であった。練習プログラム実施前後の肘角度の差

と練習プログラム実施前後のリリース時の肩から

小指の距離の差の相関係数は 0.39 で弱い相関があ

った。また練習プログラム実施前後の肘角度が小

さくなった被験者の実施前後での平均値は小さく

なっている。つまり、肘角度が低下したことでリ

リースポイントが後方になったと推測できる。 
3-7 ワークシート記入の結果 

投球動作の中で練習プログラム実施前後の記録

が向上した女子の初速の差、女子の投距離の差と

女子のオリジナル教具使用回数には、どちらもほ

とんど相関がなかった。つまり、使用回数が多い

ほど初速、投距離が大きくなるということではな

い。教具に対してすぐに壊れてしまったという意

見やマジックテープがはがしにくかったという意

見があり、改善する必要がある。 

 

4. まとめ 

本研究で得られ結果は以下の通りであった。 

1) 被験者全体のボールリリース時の手首角度の

平均値は、練習プログラム実施前は 172.1°、実施

後は 172.2°であり差は見られなかった。対応のあ

るT検定を行い 5%水準で有意な差は見られなかっ

た。 
2) 被験者全体のボールリリース時の肘角度の平

均値は、練習プログラム実施前は 93.9°、実施後

は 87.0°であり、肘角度が小さくなった。対応の

ある T 検定を行い 5%水準で有意な差が見られた。 

3) 被験者全体のソフトボールの投距離の平均値

は、プログラム実施前は 17.6m、実施後は 16.2m で

小さくなった。対応のある T 検定を行い 5%水準で

有意の差が見られた。また、男女別のソフトボー

ルの投距離は、男子のプログラム実施前の平均値

は 21.8m、実施後は 19.1m であった。対応のある T
検定を行い 5%水準で有意の差が見られた。女子で

は、プログラム実施前は 12.9m、実施後は 13.0m で

あった。対応のある T 検定を行い 5%水準で有意の

差が見られなかった。 

4) 被験者全体の投球初速の平均値は、プログラム

実施前は 53.6km/h、実施後は 53.7km/h であった。

対応のあるT検定を行い 5%水準で有意の差が見ら

れなかった。男子のプログラム実施前の平均値は

61.4km/h、実施後は 59.7km/h であった。対応のあ

る T 検定を行い 5%水準で有意の差が見られた。女

子では、プログラム実施前は 45.2km/h、実施後は

47.2km/h であった。対応のある T 検定を行い 5%水

準で有意の差が見られた。 

5) 被験者全体のボールリリース時の肩から小指

の距離の平均値は、練習プログラム実施前は

12.3cm、実施後の平均値は 7.8cm であった。対応

のあるT検定を行い 5%水準で有意な差が見られた。 

6) 練習プログラム実施期間中の教具使用回数の

平均値は 49 回で男女別にみると、男子の使用回数

の平均値は 57 回、女子の使用回数は 41 回であっ

た。 
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