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A basic study on teaching long jump 

- On the effects of attention to movement in the air upon take off movement -

Yasuo SEKIOKA and Takashi KURIHARA * 

Approach and take off are of very important factors which determine performance of long jump. As 

the movement of jumpers in the air gives us salient impressions, teachers and jumpers have focussed 

much of their attention upon the movement in the air to improve performance. 

In this study pupils in primary schools and students in junior high schools who did not have training 

experience of long jump were used as subjects. Their movement of take off and jumped distance were 

observed in two different experimental conditions. While in one condition they were told to jump free, 

they were also told to make proper movement in the air in another experimental condition. In the 

second condition students were told to pay attention to making their movement form coinside with 

correct jumping form displayed by experimenters. Displayed forms were those of hang jump and hock 

j ump. 

Subjects were boys of aged 10 (n=12), 12 (n=13), 14 (n=22) and 16 (n=21). The total number of 

subjects were sixteen eight. Jumped distance of all subjects were measured, and jumping form of three 

subjects from each age group were filmed for movement analysis. 

* ~~F~~~~~~~ * OsakaUniv. 
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　　The　fo11owing　aspects　were　investigated　through　data　and　fi1m　ana1ysis．

　　1．　Jumped　d－istance（iumpting　form　and　records　at　each　age1eve1）

　　2．　Transitive1ine　of　C－G．of　body　at　preparatory　phase　and　take　off　phase．

　　3．　Take　off　ang1e　and　initia1ve1ocity　ofjumping．

　　4．　Degree　of　trunk1ean　and　thigh　ang1e　at　the　mo㎞ent　take　offfoot1eaves　the　board．

　　5．　Thigh　ang1e　and　its　angu1ar　ve1ocity　at　the　moment　take　off　foot1eaves　the　board．

　　↑WO　majOr　reSu1tS　Were　giVen．

　　1．　Performance　by　hang　jump　showed　records　of1ower1eve1compared　with　free　jumping，at　age

ten．The　discrepancy　tended－to　be　diminishing　with　subject二s　aging．It　might　be　because　of　decreasing　of

initia1ve1ocity　ofjumping．

　　2．When　subjects　practiced　hang　jump，they　tended　to　bend　their　truhk　backward　intentiona11y．

It　was　observed　that　such　an　intention　induced　too　ear1ier　bending　back　of　body　at　take　off　phase　and

prevented　their1eading1eg　from　correct　movement．It　was　supposed　that　such　disorders　of　movement

caused1ower1eve1of　initia1ve1ocity　ofjumping．

　　3．Above　mentioned　resu1ts　suggest　that　we　shou1d　teach　students　correct　movements　oftake　off

and　then　teach　hang　iump　when　we　touch　with　teaching　longjump．

I．緒　　言

　走幅跳は，助走を用いた片足踏切りによるユ回

跳びで，跳躍し得る水平距離を競う競技である。

一般に，跳躍距離は，踏切りでほぼ決まってしま

うといわれているが，踏切った後に少しでも遠く

に跳ぶためには，着地の技術も大切な課題となる。

着地を効果的に行うには着地で後方に倒れないこ

とを条件に，両足をできるだけ前方に着地させる

ことが必要である3）。

　McIntosh　P．Cら（1952）7）は，走幅跳におけ

る2種類の着地姿勢について実験的に分析を行い，

上体を起こして着地する方が前かがみになるより

も効果的であったことを報告している。

　一方，走幅跳の踏切りが終了した時には，前方

回転を起こしている場合が多い6）。このような場

合，効果的な着地姿勢をとるためには，空中で身

体を伸ばしで贋性モーメントを大きくし，角速度

を小さくしたり，腕や脚を回すことによって上体

を起こしておくようにすべきである3）。これらの

ような跳躍法を，「そりとび」「はさみとび」と呼

んでいる。

　ところが，これらの名称は，動作の概略をとら

えてつけられたものであり，一般には，「Rボス

トンのはさみとび」等の．ように競技者の固有の動

作であるという認識の上に立って呼ばれるのが普

通である。

　即ち，踏切りで得た跳躍力を着地にまで有効に

導くために，それぞれの踏切り動作以後の動きが

空中フォームであると考えられている。

　しかし，走幅跳の跳躍法の名称が走高跳と同様

に，空中動作の特徴を捉えてつけられているため，

踏切りが最も重要な局面であるにもかかわらず，

空中動作を中心に指導や練習が行われる場合が多

く見られる。このため一流選手においても，踏切

り中から空中動作を行うための動作が現われ，踏

切りに悪影響を及ぼしている場合のあることが指

摘されている13）。

　特に，一流競技者でない一般の児童生徒は，記

録も低く，空中時問も短くなる。ところが，体育

学習指導時の児童・生徒に対する指導のあり方を

みると，空中動作が重点的に取扱われている場合

が多く，走幅跳の技術的特徴を十分に押さえた指

導がなされているとはいえない。従って，空中動

作に重点をおいた指導を行えば主要局面である踏

切りが正しくないものになる可能性はより高いと

思われる。

　走幅跳に関する研究は，競技者を対象としたも

のがほとんどで1）2）5）8）9）10），競技者として特別

にトレーニングを積んでいない一般児童・生徒を

対象にして研究したものは少なく，また，空中動

作に関するもの14）は更に少ない。本研究は，自由
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に跳躍させた場合に比べ，特定の空中動作を行う

ことを指示（例えば，空中で身体を弓なりにしな

さい，空中で脚を上体の下にまき込みなさい，な

ど）した場合に，跳躍距離や踏切り動作にどのよ

うな変化が生じるかを調べ，特に，児童・生徒へ

のそりとびの指導のための基礎的な知見を得るこ

とを目的とした。

皿．実　　験

　実験は，次に示す2つであるが，それぞれ1978

年10月に行われた。

　①記録の測定
　まず，10才（12名），12才（ユ3名），14才（22名），

16才（21名）の男子に自由に行う跳躍（固有の跳

躍，Proper）を行わせた。（この測定における児

童・生徒の空中フォームを，図14）に従って観察

した場合，10才～14才の場合には，その多くが，

かがみとびに近いフォームであり，ユ6才以後では，

能力の高い生徒を除いてかがみとびに近いフォー

・ムとみうるものであった。）次に，空中で身体を

そらせることを指示した跳躍（そりとびhang），

空中で上体をたて，両足を上体下部にまきこんで

ゆくことを示指した跳躍（かがみとびhock）を

はしりとぴ

行わせた。助走距離は自由に決めさせ，記録は実

測した。

　②跳躍の撮影及びフィルム分析

　記録の測定を行った被験者と同じ各年令から男

子3名ずつと，大学の運動部員であるが走幅跳を

専門とはしていない男子3名，女子2名を選び，

前記の3種類の跳躍を行わせた。また対象群とじ

て，大学生で走幅跳を専門にトレーニングしてい

る男子2名に全力跳躍を行わせた。これらの跳躍

を踏切り点の前方約30mからBo1ex社製16ミリシ

ネカメラを用いて撮影した。フィルムのコマ数を

正しく知るために，Nac社製パルスジェネレーター

を接続し，フィルム面上にタイムマークを写し込

んだ。

　フィルム分析には，Fi1m　motion　analizer

SyStemを用い，踏切り準備，踏切り局面における

身体重心を求め，更に，踏切り時の踏込角，踏込

速度，跳躍角，跳躍初速度などを算出した。また，

上体，大腿がそれぞれ鉛直線となす角度を求めた。

身体の重心の計測は，松井の方法11）を用いて行っ

．た。大腿角速度は，得られたデータを5点移動荷

重平均法で平滑した後，微分処理を行い求めた。

皿．結　　果

　図2は，年令とそれに伴なう記録の変化を示し

ている。固有の跳躍による記録は，加令とともに

上昇していることがわかる。それに比べると，特

｛日，

5．O

　　　　　　　4．5

　　　　　　　4．0

Fig．1　走幅跳のフォーム

　　　（GUNTER　BERNHARD
　　　　の著書より引用）
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Fig．2　年令と記録の変化
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に年令の低い段階におけるそりとびでは，記録が

低くなるという結果が得られた。しかし16才では，

逆にそりとびの方が高い記録を示している。これ

らは，それぞれに，そりとびと固有の跳躍の間に

有意な差が見られた。（10才，！4才，PくO．001，

12才，16才，Pく0．05）

　表1は，10才A，12才A，！4才A，16才C，18

才～21才のM，Y，N，H，Jの踏込角，踏込速度，

跳躍角，跳躍例速度を示している。年令の低い段

階におけるかがみとびの場合の踏込角，踏込速度

と，ほぼ全員のそりとびに於ける跳躍の初速度に

固有の跳躍に対する違いがみられる。これらから，

Table　1 踏込角・踏込速度・跳躍角・跳躍初速

Age S ub . Proper H ang Ho ck Pro per Hang Hock 

Deg 5.10 
10 

7.20 2,50 10.27 10,25 
A 

9 .9 1 

m/s 6.12 6.40 6.15 5.64 5,26 5.48 

Deg 6.40 6.40 6.10 10.29 
12 

10.17 
A
 

10.30 

m/ s 6.03 6.31 6.44 5.32 5.20 5.64 

14 A
 

Deg 6,00 3220 2,00 12.03 12.33 12.59 

m/s 7,09 7.19 7.74 6.44 6.44 6.51 

16 C
 

Deg 4.00 7.30 2.40 1 3 .45 14.52 14.63 

m/s 8.01 9.40 7.63 7.10 7.49 7.40 

Deg 7.30 4.30 4,00 
18 M 

14.51 1 3.39 13.13 

m/s 8.28 8.24 8,03 7.72 7.13 7.52 

Deg 4.20 5.10 
Y
 

6.00 15.07 1.5.27 14.90 

m/s 8.60 8.16 7.88 7.67 7.67 7.60 

N
 

Deg 2,00 1.30 3.00 12.32 15.46 14.63 

m/ s 3.80 8.89 8.69 7.73 7.68 7.99 

H* 
Deg 6.10 5.40 10.00 14.1.0 1 3 .05 14.45 

m/s 7.97 7.62 7.64 7.13 7.12 7.15 

21 J* 
D eg 4.30 1.00 4.10 1 1 .85 1 1 ,69 13.18 

m/s 7.51 7.06 7.46 6.65 5.56 6.74 

＊

WOmen

図2にみられるそりとびの記録の低下の原因は，

跳躍時の踏込角の増大と跳躍初速であることが考

えられる。

　図3は，踏切り2歩前からの身体重心の軌跡を

示しているが，全体的にみると，跳躍法による重

心移動に明らかな違いを見出すことはできない。

ただ，助走速度にっいては，そりとびを指示した

場合，全体的に低く，12才以下では特に低い。

　図4は，踏切足が離れる時の上体角を示してい

る。この場合の上体角は，両大転子の中央と耳珠

点を通る直線が，鉛直線となす角度であり，助走

進行方向に対して末端が前方にある場合，正とな

るように計測してある。これらの平均値を比較し

てみると，固有の跳躍が4．77±6．69度であるのに

対し，そりとびでは一1．92±6．14度，かがみとび

では5．22±6．78度であり，固有の跳躍に対しそり

とびのみに有意な差（PくO．00ユ）が見られた。

このことから空中でそることを指示すると踏切足

が離れる時すでに上体を起こしていることがわか

る。

　図5は，踏切足が離れる時の大腿角を示してい

る。大腿角は，大転子と脛骨点を結ぶ直線が鉛直



一47一

（n〕

1．2

1．1

1．0

0．9

1．0

0．9

0．8

0

0．8

7
、

ム
60
㌔、、

冷　　舳．・・一・
　　0●

＼、三，息が墨1

φ、
’1、＼

、’

　、

●

Sub．N

0
●

ム

P「0pe「

h8ng

hock
8岬P0＾phage
fユight　phage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2歩榊

夏；刻；；迂φ〆㌣断0

・1・0　　　　　　0　　　　　　1・O

Fig．3

2．0

重心移動のようす

3．0　　　　　4．O　　（m）

線となす角度で示してあり，上体角同様，末端部

が助走進行方向に対し前方に出た場合，正となる

ように計測してある。これらの平均値は，固有の

跳躍が77．99±7．64度であるのに対し，そりとび

では64．37±28．29度，かがみとびでは76．91士ユ2．03

度であり，固有の跳躍に対し，そりとびのみに有

意な差が見られた。しかし，値が小さくなったの

は，Sub10才一A，Sub14才一A，Sub16才一Bや

Sub．Jのように極端な例の影響であると思われる。

このことは，空中でそることを指示すると大腿を

十分に弓1きあげずに踏切りを終了するものが現わ

れることを示している。またかがみとびでは，14

才以下について小さくなる傾向がみられたが，空

中で上体を前屈させようとする（下肢のかかえ込

みに伴なって）ため，大腿の前方への振り出しが

遅れるものと考えられる。
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　図6は，踏切り1歩前から踏切り中の上体角の

変化を示している。図の左の点が踏切り1歩前を

着地したところで右にいくにつれて動作が進んで

いく。競技者（Sub．K，Y，Sub．T．M．）の場合は

踏切り1歩前を着地したところから徐々に上体を

起こし，踏切りに移るあたりから前方に倒してゆ

く様子を示している。両者は値は異なっているが，

同じパターンを示している。

　次にSub．M，Sub．14－A，Sub．10－Aをこれ

と比べてみると，踏切り1歩前着地中は同様のパ

deg．
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ターンを示すが，踏切り後半では異なっており，

急激に上体を起こすようにしている。また，固有

の跳躍に比べるとかがみとびでは，固有の跳躍に

近い状態がみられ，そりとびは，より極端に上体

を起こしている。

　図7は，踏切り中の振上脚大腿の角変位，角速

度を示している。図の一番左の点が踏切り足を着

地したところで，右にいくにつれ動作が進行して

いく。

　競技者Sub．K．Y．の図を見てみると，90度近くで

踏切りを終了していること，大きな角速度を持っ

て踏切りに移り，踏切り前半の速度が大きいこと

などがわかる。他の3例における固有の跳躍とそ

りとびを比べてみると，踏切りに移った時の角変

位はほぼ同じ値を示すが，踏切りが終了するまで

に差が大きくなり，そりとびの方が小さな値のま

ま踏切りを終了していることがわかる。このため，

踏切り中の角速度も小さい。

　これらの2つの図から，空中でそることを指示

すると，踏切り中から空中でそるための動作が現

われ悪影響を及ぼしていることがわかる。
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1V．考　　察

　踏切り中における大腿の動きが制限されると，

踏切りに移った時のブレーキが大きくなるととも

に，踏切り中の重心の移動速度も遅くなり，その

影響が，跳躍初速度を減少させていると思われる。

このことから，そりとびを行わせた時に記録が低

下した原因であると思われる。特に，年令の低い

段階でそりとびの記録が低かった原因は，空中時

間がより短いので踏切りへの影響がより出やすい

ためであると考えられる。

　16才でそりとびの記録が逆に良くなっているこ

とは，年令的に空中でそることを行わせても良い

ことのひとつの目安になると思われる。

　しかし，今回の実験では空中動作に関する指示

しか行わなかったため，正しい踏切りを指導し，

更に空中動作について指示した場合にどうなるか

は，今後の研究課題である。

　また，同年令の者でも個人問で記録や固有の跳

躍における動作自体も異なっているため動作の類

型化を行った上で，記録，体力との関係をより深
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く検討する必要がある。

V．まとめ

　ユ0～ユ6才の児童生徒及び大学生に，固有の跳

躍，そりとび，かがみとびを行わせ，跳躍記録，

踏切り動作について分析した。

　その結果，10才の児童の固有の跳躍に比べそり

とびの記録が著しく低くなることがわかった。し

かしこれらの差は年令が高くなるに従い小さくな

る。その原因として，跳躍初速度が低下すること

があげられる。

　また，特にそりとびでは，空中で身体をそらせ

ることを意識するために，踏切り中から上体をそ

らせすぎたり，振上脚の動作を抑制するという現

象が観察された。これは跳躍初速度を低下させる

原因となっていると思われる。

　以上のことから，児童・生徒にそりとびを練習

させる時には，正しい踏切りができているかどう

か確かめながら行う必要があることがわかる。

　今後は，固有の跳躍パターンを確かめながら，

体力と技術との関連について研究を進めたい。
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