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RyOic㎞KATSUMURA，Takeo　NOMURA，Takashi　KUROKAWA＊

　　In　order　to　investigate　the　trai』1sition　of　physica1fitness　of　swimmers，physic釦fitness　test　was

administered　to19ma1e　candidates　for　Moscow　O1ympic　swimmers，and　the　obtained　data　were　com－

pared　with　those　of　O1ympic　sw㎞mers　in　Mexco，Munich，Montrea1，ahd　with　Montrea10玉ympic　p㎝一

ticipants　in　othe1＝sports．

　　In　addition　to　this，heart　s止e．and　heart　vo1ume　were　mea㎜エed，and　compared　with　those　of13

non－ath1etes．The　resu1ts　obtahed　from　the　couected　data　were　as　folユows：

　　1，　The　average　score　of　the　candidates　were　higher　than　Montrea101ympic　p耐icipantsin　other

spo廿s　in　f1exibiity　and　c肛dio－pu㎞onary’function，but1ower　in　musc1e　strength　in　genera1．

　　2，　Mexico　O1mpic　swimmers　scored　higher　than　other　sw㎞mers　in　physique　and　jumping　reac－

tion　time．Montrea101ympic　sw㎞mers－and　Moscow　O1ympic　candidates　for　swimming　showed　higher

score　than　past　three　O1ympic　swimmers坤height，chestg㎞h，upperamg虹th，sidesteptest，stand血g

trunk　f1exion　and　cardio－Pu1monary　function．

　　3．　Moscow01ymp二c　candidates　for　swimming　showed　significant1y1arge　va1ue　than　non－ath1etes

in　heart　size　and　hea竹vo1ume，except　for　oQ．

　　4．　S批swimmers　out　of19candidates　for　Moscow　O1ympic　sw㎞mers　scored　more　than50％in

C．T．R．

　　はじめに

　水泳の記録は年々めざましく向上している。そ

の大きな要因として体力および水泳技術の向上・

改善が考えられる。

　オリンピック出場日本水泳選手の体力に関しては，

東京オリンピックよりモントリオールオリンピッ

クまでの各オリンピック毎の報告がある4）一7）。

その中で，水泳選手の形態面においては，身長は

大きな変化はなく，体重・胸囲の減少がみられ，

ほっそりとした形態になる傾向にあり，機能面で

は，垂直跳・肺活量は漸増傾向にあるが，上体そ
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らしはその逆を示し，他項目では大きな変化はみ

られない，と報告されている7）。

　今回は，水泳選手の体力の推移および現伏把握

を目的として，モスクワオリンピック侯補日本男子水

泳選手の体力測定を実施し，メキシコ・ミュンヘ

ン・モントリオールの各オリンピック出場の日本水泳

選手およびモントリオールオリンピック出場の他

競技の日本男子選手，さらにプ般成パ）との比較検討

を行った。

　また，ミュンヘンオリンピックより漸増傾向を

示している心肺機能との関連により，心形態・心

容積についても測定し，非運動部学生およびメキ

シコオリンピック出場日本水泳選手の正面心陰影との

比較も行った。

　その結果，いささかの知見を得たので報告する。

I・方　法

1．対　象

　モスクワオリンピック候補日本男子水泳選手ユ9名

（短距離8名・中距離7名・長距離4名）であり，

心形態・心容積に関してのみ非運動部男子学生13

名を加えて測定した。

2．測定期日と場所

　1979年11月～12月に筑波大学にて実施した。

3．測定項目と測定方法
　1）形態・機能について

　　形態：身長，体重，座高，胸囲（普通時・吸

　　　　　気時・呼気時），　前腕囲，上腕囲（屈

　　　　曲・伸展），大腿囲，下腿囲，上肢長，

　　　　下肢長（身長一座高），皮脂厚（腹部，

　　　　背部，上腕背部）。

　筋機能：背筋力，握力，屈腕力，脚伸展力，

　　　　垂直跳，上体おこし。

　敏捷性：サイド・ステップ・テスト（S．S．

　　　　T．），全身反応時間（光）。

　柔軟性：立位体前屈，伏臥上体そらし。

　心肺機能：肺活量，ハーバード・ステップ・

　　　　テスト　（H，S．T．）o

　上記項目を，モントリオールオリンピック日

本代表選手に用いられた方法7）に準じて実施し

た。

　2’）心形態・心容積にっいて

　　縦径（L），上横問隔（oQ），下横間隔（uQ），

幅径（oQ＋uQ，Br），右正中間隔（Mr），左正

中問隔（M1），横径（Mr＋Ml，Tr），胸郭内径

　（Th・r），心・．胸郭比（C．T．R．），正面心陰影

面積（Fa），最大水平深径（fmax）を計測し，

　心容積（H．V．）はRoher－Kah1storf法3）を

用い，

　　　　H．V．＝0．63x　Fa　x　fmax

　の式により算出した。

　　なお，撮影距離は200cmとし，　フィルム上

　の計測値は，各被験者の胸厚と胸幅の実測値と

　フィルム上の計測値から算出した係数を乗じて

補正した。

皿・結　果

1．形態・機能について

　1）形態について

　　モスクワオリンピック候補水泳選手と一般成

　人の形態計測値をTab1e1に示した。

　’また，モントリオールオリンピック出場の他

競技選手の形態計測値のそれぞれの平均値を50

点として，モスクワオリンピック侯補水泳選手

　の形態計測値の平均値をT－scoreでFig．1に

　小した。

　　水泳選手は同年代の一般成人よりすべての項

　目で高い値を示していた。

　　また，他競技選手と比較すると，水泳選手は

身長，座高，胸囲，上腕囲において高い値を示

　し，体重，前腕囲，大腿囲，下腿囲に低い値を

　示していた。

　　さらに，水泳の短・中・長距離選手を比較す

　ると，短距離選手は中距離選手より体重，前腕

　囲，肩幅に高い値を示し，長距離選手より体重，

　吸気時胸囲，左前腕囲，上腕囲，大腿囲，下

　腿囲に高い値を示した。中距離選手と長距離選

手を比較すると，中距離選手の方が上腕囲に高

　い値を示した。

　　次に，メキシコオリソピック出場水泳選手の

　形態計測値のそれぞれの平均値を50点として，
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Tab1e1． Age　and　Physique　of　Moscow　O1ympic　Candidates　foエSw㎞ming

Sub ject 
Moscow olympic swirnmers of Japan (N = 19) (1) (2) (3) short distance middle distance long distance (1 )-(2) (N = 8) (N = 7) (N = 4) 

t (1)-(3) men 
Item (2)-(3 

A ge 19.79 ~ 2.04 20.50 ~ 1.85 20. 14 :!: 2. 1 1 17.75 :!: 0.95 *
 

20 

Height (cm) 176.91 :!:5.76 179.39 ~ 6.52 173.80 :!: 5.25 177.38 :!: 2.41 169.3 

Weight (kg) 71.11 :!:4.45 74.39 i 4.01 69.41 d: 3.47 67.50 i 2.1 2 *
 

*
 

60.8 

Sitting height (cm) 95.95 ~3.34 96.93 ~ 3.52 93.29 :!: 2.69 93.93 :!: 2.35 90.0 

Chest rest 96.97 ~ 3.25 98.25 :!: 3.72 96.73 :!: 2.88 94.85 ~ 2.02 86.8 

girth inspiration 100,05 i 3.37 101.23 d: 2.44 100.23 :!1 4.31 97.38 ~ 1.99 

(cm) expiration 95.65 :~ 3.02 96.38 ~ 3.35 96.10 :!: 2.85 93.43 :!: 1.90 

Forearrn R 26.46 ~ I .05 27.15 d: 1.14 26.01 ~ 0.65 25.85 :!: 0.72 *
 

25.1 

girth (cm) L 26.49 :t 2.46 26.61 d: 0.88 25.63 :!: O.55 25.25 i: 0.47 *
 

*
 

Upper R extention 30.14 i 1.60 30.69 i 1.61 30.57 I!~0.94 28.30 :!: I .33 *
 

*
 26.6 

arm flexion 32.49 :t 1.39 33.05 ~ 1.13 32.91 :!: 0.72 30.63 i 1.33 *
 ** 

girth L extentron 29.69 d: 1.55 30.64 ~ 1.43 29.64 :!: 1.09 27.90 i 0.82 ** *
 

(cm) flexion 32.16 :t 1.37 32.84 :!: 1.12 32.47 ~ 0.85 30.25 :!: 0.78 ** ** 

Upper Innb R 78.53 :!: 3.37 78.15 ~ 3,02 77.82 :t 4.24 80.53 i 2.02 71.7 

length (cm) L 77.98 ~ 3.67 78.11 :!: 3.32 77.49 d: 4.25 78.58 :!: 4.22 

Lower limb length (cm) 81.95 i 3.32 82.46 d: 3.44 80.51 :!: 3.84 83.45 ~ O.70 

Thrgh grrth R 54.33 :!: 2.61 55.64 i 2.43 54.21 ~ 2.33 51.93 i 1.97 *
 

5 0.4 

(cm) L 54,09 i 2.55 55.33 ~ 2.20 54.02 i 2.38 51.75 :!: 2.27 *
 

Lower leg R 37.32 ~ 1.63 38.18 i 1.67 37.29 i 1.34 35.65 d: 0.41 *
 

35.9 

girth (cm) L 37.20 i 1,70 38.00 :!: 1.86 37.21 :!: 1.33 35.58 ~ O.75 *
 

36.7 

Shouldei breadth (cm) 41.88 d: 1.30 42.43 i 1,16 41.01 i 1.00 42.28 :!: 1.49 *
 

37.1 

Finger reach span (cm) 183,43 ~ 6.46 183.59 :!: 6.47 181.00 :!: 7.45 187.38 :!: 2.75 166.3 

abdomen 9.42 d: 3.34 8.05 ~ 2.96 10.84 i 3.17 9.70 :!: 4.06 
Skinfold (mm) 

back 9.75 d: 2,04 9.71 :!: 1.68 10.36 ~ 2.54 8.80 :t 1.85 12.4 

upper arm 6.49 :!: 2.58 5.98 :!: 2.55 7.07 :!: 2.67 6.50 i: 3.00 12,1 

（shows　significant1eve1，＊p＜O．05，＊＊p＜O．01，＊紳p＜0．OO1）

ミュンヘン・モントリオール各オリンピック出

場並びにモスクワオリンピック侯補の水泳選手

の平均値をT－scoreでFig，2に示した。

　メキシコオリンピック出場選手が全般に高い

値を示しているが，ミュンヘンオリンピック以

後の選手は，身長，上腕囲，下腿囲において漸

増の傾向がみられ，今回のモスクワオリンピッ

ク侯補選手をみると，身長，胸囲，上腕囲にお

いて過去3回の値を上回っていた。

2）機能について

　モスクワオリンピック候補水泳選手と一般成

人の機能計測値をTable2に示した。

　また，モントリオールオリンピック出場の他

競技選手の機能言十測値のそれぞれの平均値を50

点として，モスクワオリンピック侯補水泳選手

の平均値をT－scoreでFig．3に示した。

　さらに，メキシコオリンピック出場水泳選手

の機能計測値のそれぞれの平埼値を50点として，

ミュンヘン・モントリオール各オリンピック出

場並びにモスクワオリンピック候補の水疾選手

の平均値をT－scoreでFig．4に示した。

①　筋機能について

　モスクワオリンピック侯補水泳選手の筋機能

は，一般成人と比較して大差なく，むしろ握力，

屈腕力，垂直跳ではわずかではあるが低い値を

爪していた。

　また，他競技選手と比較すると，モスクワオ

リンピック侯補水泳選手はすべての項目に低い

値を示していた。

　さらに，オリンピック出場水泳選手の筋機能

の推移をみると，メキシコオリンピック出場選
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Tab1e2． Function　ofMoscow　O1ympic　C…mdidates　foエSwimming

Subject 
t
 
(
1
)
-
(
3
 

men 
Item (2)-(3 

Back strength (kg) 145.74 d: 21.78 152.50 i 19.50 1 37.00 i 25 .4 1 147.50 ~ 19.07 141 

Grip R 44.79~ 4.90 46.63i 4.96 43.64~: 5.71 43.13~: 2.39 48.2 

strength (kg) L 44.16~ 5.75 46.94:!: 7.06 41.50i: 4.20 43.25d: 2.95 

R
 

2638~ 4.68 N = 18 30.19i 3.19 N=7 23.40i 4:21 24,93d: 3.27 ** *
 Arm 

28.4 

strength (kg) L 26.06~ 5.05 (N = 18) 30.64d: 3.64 (N = 7) 23.33~: 2.97 22.80i: 444 ** *
 

R
 

85.03 d: 21.75 (N = 18) 97.36 i 26.55 (N = 7) 81.36 i 15.65 69.88d: 9.41 
Leg 

strength (kg) L 83.39 d: 19.12 (N = 18) 88.50 d: 22.70 (N = 7) 84.79 i 18.51 72.00 ~ 10.86 

Vertical jump (cm) 58.27:!: 6.84 (N = 18) 59.94i 7.64 (N~= 7) 55.39i: 5.51 60.38~ 7.50 60,0 

Sit-ups 23.61 i 3.22 (N = 18) 24.29~ 3.25 (N = 7) 22.57i 4.03 24,25 ~ 0.95 23.1 

Trunk extention (cm) 62.89:!: 5.80 62.94i 4.21 65.43i 7.55 58.38:!: 2.09 57.9 
Standing trunk flexion (cm) 

22.1li 7.06 20,59~ 9.19 24.01 ~ 6.34 21.83il 2.61 15,8 

Side-step test 45.53~ 2,71 (N = 17) 45.86~ 3.33 (N = 7) 45.43d: 2.43 45.00~: 2.63 (N = 3) 45.5 

Jumping reaction time (m sec) 343.86 ~ 15.1 1 (N = 7) 355.50 i: 30.40 (N = 2) 338.0 i 3.55 (N = 4) 334.0 :!: -(N = 1) 31.6 

Vital capacity (ml) 6346.00+t527,68 (N = 10) 6277.50:!:608.18 (N = 4) 6416.00:~579.85 (N = 5) 6260.00d: -(N = 1) 4830 

Harvard step test (score/5 min.) 

114,45 :t 16.99 109.28 ~ 14.27 118.59 ~: 21,58 1 17.60 :t 14.19 62.0 (3 min.) 

（shows　signi丘cant　Ieve1，＊p＜O．05，＊＊p＜0．01，＊＊＊p＜0，001）

手が平均的に高い値を示し，モスクワオリンピ

ック侯浦選手は全般に低い値を示していた。特

に握力，垂直跳では今までの最低値であった。

　水泳の短・中・長距離選手を比較すると，短

距離選手は，中・長距離選手より屈腕力におい

て高い値を示したが，他項目では有意な差は認

められなかった。

②　柔軟性について

　モスクワオリンピック候補水泳選手の柔軟性

は，一般成人および他競技選手よりも高い値を

示していた。

　また，オリンピック出場水泳選手の推移をみ

ると，過去3回と今回のモスクワオリンピック

候補選手の問に大差はみられないが，立位体前

屈において今回の選手は過去3回の値より高か

った。

　水泳の短。中。長距離選手の問には，有意な

差は認められなかった。

③　敏捷性について

　モスクワオリンピック侯補水泳選手の敏捷性

は，一般成人と大差はなかった。

　また，他競技選手に比して，モスクワオリン

ピック侯補水泳選手は全身反応時間において速

かったが，S．S．T．では差はみられなかった。

　さらに，オリンピック出場水泳選手の敏捷性

の推移をみると，全身反応時間では，ミュンヘ

ンオリンピック出場選手以後断次速くなってい

た。そして，S．S．T．では，今回のモスクワオ

リンピック候補速手が最高値であった。

　水泳の短・中・長距離選手の間には有意な差

は認められなかった。

④　心肺機能について

　モスクワオリンピック侯補水泳選手の心肺機

能は，一般成人より高い値を示しており，他競



一ユ16一

技選手と比較すると，旺S．T．では大差はみら

れないが，肺活量では高い値を示していた。

　さらに，オリンピック出場選手の心肺機能の

推移をみると，ミュンヘンオリンピック以後漸

増の傾向にあり，肺活量，H1．S．T．ともに過去

3回の値より高かった。

　水泳の短・中・長距離選手の間には，有意な

差は認められなかった。

2．心形態・心容積について

　モスクワオリンピック候補水泳選手ユ9名，メキ

シコオリンピック出場水泳選手11名，非運動部学

生13名の年令，身長（Ht），体重（Wt），体表面

積（B．S．A．），胸囲，肺活量（V．C．）の平均値

と標準偏差をTab1e3に示した。

　また，モスクワオリンピック侯補水泳選手と非

運動部学生の心形態・心容積，メキシコオリンピ

ック出場水泳選手の心形態をTab1e4に示した。

　Lについてみると，モスクワオリンピック候補

水泳選手は，非運動部学生より有意に大であった

が，メキシコオリンピック出場選手に比して小さ

かった。

　また，水泳の短・中・長距離選手の問には有意

な差は認められなかった。

　Ml，Mr，Trについてみると，モスクワオリン

ピック侯補水泳選手は，メキシコオリンピック出

場水泳選手と差は認められないが，非運動部学生

より有意に大であった。

　また，水泳の短・中・長距離選手の間には有意

な差は認められなかった。

　oQ，uQ，Brについてみると，モスクワオリ

ンピック侯補水泳選手は，メキシコオリンピック

出場水泳選手に比して，oQは有意に小さかった

がuQ，Brでは有意な差は認められなかった。

　また，水泳の短距離選手と中．・長距離選手の間

には有意な差は認められなかった。

　C．T．R．，Fa，fmax，H，V．についてみると，

モスクワオリンピック侯補水泳選手は非運動部学

生より有意に大であったが，水泳の短距離選手と

中・長距離選手の問には有意な差は認められなか

った。

　また，モスクワオリンピック侯補水泳選手は，

C．T．R．において50％を超えるものがユ9名中6名

認められた。

　さらに，モスクワオリンピック候補水泳選手と

非運動部学生ともに，H．V．とHt・Wt・HI　Vl／

B．S．A．・VCとの関係をみたが有意な相関は認

められなからた。

Tab1e3． Cha」lacte工istics　of　Subjects

Sub j e ct Olympic swimmers Mexico Moscow (1) Non-athletes (2) 

Item 

t
 
(
1
)
 
-
 
(
2
)
 

Age (years) 20.8 i2,76 19.7 i:2,04 19.7 ~0,63 
Height (cm) 174.8 i3.52 176.9 i5.77 170.6 i6.03 ** 

Weight (kg) 74.0 i5.98 71.1 ~4.45 60.3 :!:4.93 *** 
B. S. A. (m ) 1,91 i0.08 1.89 ~0.08 1.72 i 0.08 *** 
Chest Girth (cm) 96,3 ~:4,48 96.9 :!:3.20 83.9 i4.96 *** 
V. C. (ml) 5736,4 :!: 491.7 6346.0 i 527.6 

N
 

11 19 13 

（＊shows　significant1eve1，＊＊p＜O．01，＊＊＊p＜O．OO1）
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Tab1e4．Compaエison　of　he肛t　size　and　he肛t　vo1ume

Item 
Subject 

L
 
(
c
m
 
)
 

O
Q
 
(
c
m
)
 

u
Q
 
(
c
m
)
 

B
r
 
(
c
m
)
 

M
r
 
(
c
m
)
 

M
l
 
(
c
m
 
)
 (D Moscow olympie swimmers (N = 19) 14.8i 0.76 5.2 :!: 0.57 6.3 ~ 0.40 1 1.6 i 0.60 4.3 i: 0.62 9.0 i 0.83 

(2) short distance swimmers (N = 8) 15.0~ 0.92 5.2 i: 0.76 6.3 i 0.47 11.5 :b0.90 4.5 i:0.60 9.0 i: 0.76 

(3) Iong and middle distance swimmers (N = 11) 14.6 :!: 0.63 5.3 i: 0.41 6.3 i 0.36 11.6 i 0.28 4.1 i0.63 9.0 i: 0.91 

(4) Non-athletes (N = 1 3) 13.3i 1.90 4.9 :!: 0.43 5.7 i 0.53 10.6 ~ 0.49 3.6 :!:0.53 7.9 :!: 0.80 

(5 ) Mexico olympic swimmers (N = 1 1) 15.5 i 11.09 5.6 ~ 3.02 6.3 i 5.92 1 1.9 i 6.30 4.6 :!: 6.52 8,8 i 7.65 

(1) - (4) *
 ** *** *** *** 

(1) - (5) *
 ** 

(2) - (3) 

T
r
 
(
c
m
 
)
 

Th. r (cm) C T. R. (%) Fa (cm2) fmax (cm) 
H
V
 
(
m
 
1
)
 13.3 i0.92 28.5 i::1.82 46.7 i 3.18 131.6 i 10.27 9.7 :!: 1.00 799.5 i 94.15 

13.5 i: 0.93 28.8 i 2.22 47.0 ~ 3.42 134.5 i 13.01 9,5 i: 1.42 799.8 :!: 130.20 

13.2 :~ 0.93 28.3 ~: 1.56 46.6 ~ 3.15 129.5 i 7.74 9.8 i 0.60 798.4 i: 63.94 

11.5 i 0,98 26.1 ~ 1.93 44.2 i 2.75 107.4 i: 11.19 7.7 i:0.66 521.2 i 84.38 

13.4 i: 9.50 

*** ** *
 *** *** *** 

（shows　signific～mt1eve1，＊P＜0．05，＊＊P＜O．01，＊＊＊P＜0，001）

皿．考　察

　モスクワオリンピック侯補水泳選手の形態は，

同年代の一般成人のそれよりすべての項目に高い

値を示しており，他競技選手と比較すると，身長，

座高，胸囲，上腕囲に高い値を示し，大腿囲，下

腿囲に低い値を示していた。

　これは，水泳技術として，腕あるいは上半身の

使い方が推進力に重要な役割を果たしており，下

肢は主にバランス的役割をしていると㌧）うことが関係

していると思われる。

　また，水泳選手の形態は，ほっそりとした形態

への傾向にあると報告されている7）が，今回のモ

スクワオリンピック侯補選手をみると，身長，胸

囲，上腕囲において過去3回の値を上回っており，

上半身の発達がみられた。

　しかし，筋力では全般に一般成人と大差なく，

他競技選手より劣る結果であった。

　水泳の記録は年々向上しているが，過去のオリ

ンピック出場水泳選手の筋力の推移をみると，そ

れ程の差はみられなかった。

　これと水泳フォームを考え合わせると，筋力測

定の方法として，従来一般選手に施行されている

方法では評価が困難であり，水泳独自の方法を加

え検討する必要があると思われる。

　モスクワオリンピック侯補水泳選手のHV794．3

m1は，山地10）の報告した大学中長距離走者の

835．1ml，古田ら2）の報告した一流柔道選手の重
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　6）モスクワオリンピック侯補水泳選手におい

て，C．T．R．が50％を超えるものがユ9名中6名認

められた。

　7）モスクワオリンピック侯補水泳選手は，心

容積と身長・体重・心容積／体表面積・肺活量と

の間に有意な相関は認められなかった。

　8）水泳の短距離選手・中距離選手・長距離選

手の間には，心形態・心容積ともに有意な差は認

められなかった。

　なお，体格・体力に関しては第3ユ回日本体育学

会で，心形態・心容積に関しては第59回日本体力

医学会関東地方会でその要旨を発表した。
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