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1. 緒言 

 ラクロスとは、スティックの先に網のついたク

ロスという道具を用いて、ボールを奪い合い、相

手陣のゴールに入れることで得点を競う球技であ

る。日本でのラクロスの競技人口（日本ラクロス

協会への登録会員数）は、男子約 8,000 人、女子約

10,000 人で合わせて約 18,000 人である。競技人口

は年々増加しているものの、マイナースポーツで

あり、ラクロスに関する研究も少ない。競技人口

の大半は大学生であり、多くの選手が大学から始

めていることから、カレッジスポーツと言われて

いる。しかし、皆初心者でスタートラインは同じ

なのにもかかわらず、技術の習得などに差が生じ

ている。その理由の 1 つとして、中学校や高等学

校までのスポーツ経験が影響しているのではない

かと考えられる。 

 そこで本研究では、女子ラクロスに着目し、ど

のような人がラクロスを始める傾向にあり、どの

ような人が活躍しているのかを明らかにする。ま

た、女子ラクロスの競技特性と他スポーツとの類

似点・相違点を探る。これらを明らかにすること

で、ラクロス競技者（特に初心者）の効率的な技

術向上の一助となることを目的とする。 
 
2. 研究方法 

2-1 調査対象  

1)関東学生ラクロスリーグ戦パンフレット

(2019)にメンバー登録されている女子大学生（以

下、ラクロス競技者）2,613 名、及び 2016~2019 年

に関東学生ラクロスリーグ戦 BEST 12 PLAYERS
（以下、BEST12）に選出された選手 192 名 
 2) I 大学女子ラクロス部に所属する選手 21 名、

及び女性コーチ 1 名 
2-2 調査方法 
 1）パンフレットより、高校までのスポーツ歴、

ラクロスでのポジションに関するデータを収集。

過去のスポーツ経験の傾向を統計的にみる。 

 2）アンケート(自由記述)を実施し、過去のスポ

ーツ経験と比較して、どのような点がラクロスと

関係しているのかを調査する。 
2-3 調査項目 
 1）パンフレットの情報 
 「スポーツ歴」、「ラクロスでのポジション」 
 2）アンケートから 6 項目 
 ①スポーツ経験（競技名、ポジション等、期間）   
 ②ラクロスでのポジション 
 ③ラクロスを始めた理由 
 ④今まで行っていたスポーツをやめた理由 
 ⑤ラクロスと過去のスポーツとの類似点 
 ⑥ラクロスと過去のスポーツとの相違点 
2-4 分析方法 
 1) パンフレットより集計したスポーツ歴を高等

学校学習指導要領の運動に関する領域をもとに分

類した。なお、この領域に分類されないものを「そ

の他」、「ラクロス」は他の球技と差別化するため 1
つの項目とした。「球技」は競技タイプ別に「ゴー

ル型」「ネット型」「ベースボール型」に分類した。

これらを、ラクロス競技者全体、各部(1~4 部)、ポ

ジション(AT,MF,DF,G)に場合分けして単純集計し、

度数や割合を算出した。BEST12 に関しては、4 年

分のデータを、上記に加え、各年別にも算出した。

データの集計には Excel を用いた。 
 2) ラクロスと他スポーツとの関係性の分析には

KJ 法を用いた。KJ 法とは、川喜田二郎が考案し、

混沌とした事象を理解するために、複数の関連す

る事象から類似点を探し、整理していくことで物

事の本質を明らかにする発想法である。 
 

3. 結果と考察 

3-1 ラクロス競技者及び BEST12 のスポーツ歴 
 2,613 名をスポーツ歴別に集計したところ、53 種

目と多種多様であった。人数の多い順に並べると、

①バスケットボール 485 名、②テニス 336 名、③

ラクロス 260 名、④バレーボール 220 名、⑤陸上

競技 220 名、⑥バドミントン 163 名、⑦ソフトボ

ール 157 名、⑧ハンドボール 128 名、⑨サッカー

110 名、⑩水泳 99 名となった。集計された 53 種目

を運動領域ごとに分類し、割合を算出した。ゴー

ル型・ネット型が 28%、ラクロスが 10%、陸上競

技が 8%であった。以上のことから、ゴール型やネ

ット型のスポーツは元々競技人口が多いため、ラ

クロスに競技転向しても割合が高かったと考えら

れる。また、ラクロスは他スポーツと比べ高校生

以下の競技人口が少ないものの、大学でも競技を

継続する者が多く、割合が高くなったと考えられ

る。 
 BEST12 に選出された選手のデータを 2016~2019
年の 4 年間分集計した。どの場合分けにおいても、

年ごとに大差は見られなかった。割合が高い順に

ゴール型44%、ラクロス19%、ベースボール型12%、

ネット型 11%、陸上競技 9%であった。以上のこと

から、ゴール型が BEST12 の約半数を占めている

ことから、ゴール型球技の経験者は、ラクロスで

活躍できる可能性が高いことが推測できる。 
3-2 1~4 部ごとに分けた場合のスポーツ歴 

 ラクロス競技者では、1,2 部ではゴール型 31%、

3,4部ではネット型 32%と割合が一番高かった。「な

し」と回答したものは、1 部 1%に対し、4 部 8％で

あった。1 部よりも 4 部の方が、スポーツ経験がな

くても、ラクロスを始めやすい環境にあると考え

られる。ラクロス経験者は 1 部 14%、2 部 9%、3
部 8%、4 部 5%であり、レベルが上がるごとに割合

が高くなることが分かった。大学でも競技を継続

したい者は、より高いレベルで競技ができる大学

に進学する傾向にあると考えられる。他のスポー

ツ種目においては部ごとに割合の差がほとんど見

られなかった。 
 BEST12 では、どの部もゴール型の割合が最も高
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く、40%を超えていた。ラクロス経験者の割合は 1
部が 23%と他部より高いものの、部ごとの割合に

大差はなかった。 
 
3-3 ポジションごとに分けた場合のスポーツ歴 

AT：アタック MF：ミディ(ミッドフィルダー) 
DF：ディフェンス G：ゴーリー 
 図 1はラクロス競技者をポジションごとに分けて

スポーツ歴別の割合を示したものである。陸上競

技は、G の割合が最も低く 3%であり、他のポジシ

ョンよりも半数以上低い数値であった。ゴール型

は、AT の割合が最も低く 17%、DF の割合が最も

高く 35%であった。それに対しネット型は、AT の

割合が最も高く 36%、DF の割合が最も低く 21%で

あった。ベースボール型は、G の割合が最も高く

15%であり、他のポジションよりも半数以上高い数

値であった。武道の G の割合は 7%で、他のポジシ

ョンよりも高い数値であった。ラクロスは、AT が

15%で、他のポジションより高い数値であった。 

 
図１ ラクロス競技者 

 

 図 2は BEST12 をポジションごとに分けてスポー

ツ歴別の割合を示したものである。図 1 のラクロ

ス競技者よりも、ポジションによって大きな違い

が見られた。AT は、ゴール型 31%、ネット型 21％、

ベースボール型・ラクロスが 17%であった。他の

ポジションに比べて満遍なく様々なスポーツ経験

者が存在していることが分かる。また、図 2 のネ

ット型を見ると、他のポジションより非常に割合

が高い。MF は、ゴール型 46%、ラクロス 26%、陸

上競技・ネット型が 9%であった。図 2 のラクロス

を見ると、他のポジションより非常に割合が高い。

DF は、ゴール型 58%、陸上競技・ラクロスが 10%
であった。ゴール型はどのポジションでも高い割

合を占めているが、DFの中では非常に割合が高く、

二番目のスポーツ種目の約 6 倍である。G は、ベ

ースボール型が 50%、ゴール型が 25%、ラクロス

が 13％であった。ベースボール型を見ると、他の

ポジションより非常に割合が高い。 

 
図２ BEST12 

 

 

3-4 ラクロスと他スポーツの類似点と相違点 

 2-3-2)から、以下の 2 つの類似点が見出せた。 
「自分の身体を使いこなす（基礎体力を身に付け、

身体をイメージ通りに動かすことが必要）」ことと、

「周囲の環境（物的・人的）を俯瞰的に捉える必

要がある」である。 
 同じように、3 つの相違点が見出せた。 
「種目特性により、動き方・手具・ルール（守備

位置）・フィールドの広さが異なる」ことと、「ラ

クロスでは、自分のコンディションのみならず、

周囲の環境（物的・人的）をも俯瞰的に捉える必

要ある」ことと、「チームメイトと共通認識をもっ

て連携をとることが求められる」である。 
 類似点と相違点という真逆の観点で分析したが、

どちらにも「周囲の環境を俯瞰的に捉える」が見

出せた。これは、ラクロスの競技特性により欠か

せないものだと推測できる。この回答をした人に

着目すると、類似点として挙げた全員がゴール型

経験者、相違点として挙げた人は、陸上・武道・

ネット型経験者が多かった。以上のことから、ゴ

ール型経験者には強みになることが、それ以外の

人には弱みになることが分かった。ラクロスは

様々なスポーツ経験者が集まっている。様々な特

性がある良い反面、周囲の環境の捉え方のズレな

どが起こりやすい。その結果、チームメイトと共

通認識を持って連携することが難しいと考えられ

る。そのため、周囲の環境を俯瞰的に捉えること

に特化した練習をしていくべきだと考える。そう

することで、効率的に苦手を克服したり、共通認

識を図ることができ、技術の向上につながるだろ

う。 
 
4. まとめ 

 様々な観点からスポーツ歴別に割合を算出した

り、ラクロスと他種目の関連性を導き出す中で、

以下の結果が得られた。 

1)ラクロス競技者全体と BEST12 に選出される

選手のスポーツ歴の割合には違いが見られた。

さらに、ポジションごとに分けてみると、大き

な違いがあった。他のポジションより、割合が

高かった種目を抽出すると、AT はネット型、MF
はラクロス、DF はゴール型、G はベースボール

型となる。 
2) 類似点・相違点の KJ 法による分析により、「周

囲の環境（物的・人的）を俯瞰的に捉える必要が

ある」という同じ内容が見出せた。 
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