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第34回ランニング学会大会開催にむけて

　昨年、新型コロナウイルス感染症拡大の中、「with コロナ after コロナのランニング」をテーマにランニン

グ学会大会を開催しました。その新型コロナウイルスは残念ながらいまだに我々社会に影響を与え続けていま

す。このコロナ災禍が一日も早く終息し日常生活が元に戻ることを、誰もが願っています。しかしその一方で、

単に元の世界に戻るだけでよいのだろうか、という問題提起もあるでしょう。

　2022年以降、ポストコロナに向けて、我々社会は様々な分野で何かしらのリセットを模索することになる、

否、すでにその社会再構築は始まっているようにも思えます。新たな世界観、人生観を問い直すことにもなる

でしょう。無論、健康・スポーツの分野もその例外ではありません。従来当たり前と思っていた健康やスポーツ

に関する考え方を問い直し、様々なパラダイムシフトが起きる好機と言っても良いでしょう。

　ランニングの世界に目を転じます。コロナ禍にあって、ランニング人口が増加し、過去最多になったという試

算もあります。何かしらのムーブメントを感じないわけにはいきません。また、陸上競技においても、若いエリー

トランナーたちの活躍がみられます。長距離･マラソンだけではなく、中距離ランナーにもその息吹が感じられ

ます。今学会大会のテーマは、「“中距離大国ニッポン”の実現に向けて」としています。新たな視点、新たなラ

ンニング観からの活発な議論を期待します。

　最後になりましたが、今学会開催を間近に控え、新型コロナウイルスのオミクロン変異株急拡大に遭遇し、

様々な準備の変更を余儀なくされました。開催準備にあたられました環太平洋大学の吉岡利貢大会長をはじ

め関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。

ランニング学会 会長あいさつ

伊藤 静夫
ランニング学会 会長

学会大会開催に際して

　2021年度シーズンは、日本中距離界にとって記念すべきシーズンになりました。東京オリンピック女子

1500m準決勝で、田中希実選手が日本人女子選手として初めての3分台となる3分59秒19をマーク、決勝

でも再びの3分台で、見事8位入賞を果たされました。日本人選手の中距離種目での入賞は、岡山県出身の人

見絹枝さん以来、実に93年ぶりの快挙でした。また、男子1500ｍでは荒井七海選手および河村一輝選手が

日本新記録を、男子800ｍでは源裕貴選手が日本タイ記録をマークしました。

　また、上記の好記録に加えて、男子800mの元日本記録保持者である横田真人氏（TWOLAPS）の働きか

けによって、中距離の注目度も上がってきました。それに伴い、スピード感あふれる中距離走の魅力も多くの人々

に伝わり始めています。

　一方、科学の面からみた中距離走の魅力は、スタミナとスピードの両能力が必要な点にあります。その特徴

ゆえ、体力特性や得意とするレース展開も選手によって大きく異なります。また、パフォーマンスを構成する主

な要因がスピードにもスタミナにも偏っていないため、必要とされる能力も、長距離走や短距離走と比較して

多岐にわたります。それらを、どのような時期に、どのような方法で高めるのか、決められたレースに向けてど

う優先順位をつけて高めていくのかといったトレーニング戦略が選手によって異なることも中距離走の魅力の

一つです。

　この記念すべき2021年度のランニング学会大会を「“中距離大国ニッポン”の実現を目指して」をテーマに、

環太平洋大学で開催できることに大きな喜びを感じています。本学会大会が、多くの方が中距離走の魅力を

科学の面から考える機会になること、そして、その先に我が国の中距離選手たちが世界の舞台で輝く日がある

ことを強く願っています。

第34回ランニング学会大会 大会長あいさつ

吉岡 利貢
環太平洋大学

第34回ランニング学会大会 大会長
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時間 プログラム 演者
10:00～10:10

10:10～10:30

　　　　　　　　　　　座長：髙田由基（帝京科学大学）

10:30～10:50

　　　　　　　　　　　座長：髙田由基（帝京科学大学）

10:50～11:10

　　　　　　　　　　　座長：得居雅人（九州共立大学）

10:10～11:30

　　　　　　　　　　　座長：得居雅人（九州共立大学）

11:30～12:00

　　　　　　　　　　　座長：鍋倉賢治（筑波大学）

12:00～13:00

13:00～14:15

　　　　　　　　　　　座長：丹治史弥（東海大学）

14:20～14:50

15:00～16:00

16:15～17:45

開会式

2020年度優秀賞講演①

ランニング学会賞

「児童のストレス軽減を意図したランニングの実践」

2020年度優秀賞講演②

ランニング学会奨励賞

「思春期の長距離走選手における3000m走能力と

4種類の跳躍能力との関係」

2020年度優秀賞講演③

第33回大会優秀発表賞A

「アスリートの起床時心拍変動と心理的ストレスおよび

身体的ストレスとの関係」

2020年度優秀賞講演④

第33回大会優秀発表賞B

「教師が考える理想の校内マラソン大会について」

キーノートレクチャー

「全員を伸ばす」個別トレーニングプログラムの作成方法

-市民ランナーおよび学生エリートランナーの事例を交えて -

休憩・昼休み

特別企画

「世界の希実になりたい」東京オリンピック入賞への

壮大な物語

プロジェクト報告

「ランニングと感染症予防」

ワークショップ・指導員養成講習会①

ランニング動作改善のための動きづくり

指導員養成講習会②

ランニングパフォーマンス向上に向けた各種測定

佐藤善人（東京学芸大学）

田中耕作（環太平洋大学）

市原弘康（順天堂大学）

関　耕二（鳥取大学）

高尾憲司（立命館大学）

田中健智（豊田自動織機TC）

鈴木立紀（東京理科大学）

講　師：吉岡利貢（環太平洋大学）

モデル：源　裕貴（環太平洋大学）

講　師：田中耕作（環太平洋大学）

【第1日目】2月19日

時間 プログラム 演者
10:00～11:00

　　　　　　　　　　座長：松生香里（川崎医療福祉大学）

10:00～12:00

吉岡利貢（環太平洋大学）

小田俊明（兵庫教育大学）

冨士川凛太郎（AuB株式会社）

西出仁明（東海大学）

河村一輝（トーエネック）

源　裕貴（環太平洋大学）

                                     座長：吉岡利貢（環太平洋大学）

13:00～15:10

15:10～15:30 

シンポジウム

「“中距離大国ニッポン”の実現に向けて

科学はどう貢献できるか？」

第1部：中距離走パフォーマンスを支える最新研究

（1）国内エリート中距離選手の体力測定値

（2）筋腱複合体の粘弾性と中距離走パフォーマンス

（3）腸内細菌と中距離走パフォーマンス

第2部：トップ選手・コーチと研究者によるディスカッション

一般研究発表A・B

閉会挨拶

【第２日目】2月20日

大会日程表

12:00～13:00 休憩・昼休み（12:10～12:45　総会）
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【一般研究発表について】

＜発表のカテゴリー＞
　一般研究発表は、 下記の通り2つのカテゴリー（A発表・B発表）があります。

＜発表の形式と時間＞
・「A発表」「B発表」、いずれもzoomと画面共有機能を用いたオンライン発表とします。

・１題目につき、10分(発表７分、質疑応答3分)といたします。

・発表は、すべてzoomのブレイクアウトルームで行います。ブレイクアウトルームの振り分けはメインルームに

提示しますので、割り当てられたルームにお入りいただき、座長の指示に従ってご発表ください。

【ランニング学研究掲載の抄録原稿について】
　一般研究発表の抄録を「ランニング学研究」に掲載いたします。以下の点に留意して抄録を作成して下さい。

①抄録提出について
提出期限 ：3月11日(金)

提 出 先 ：第34回ランニング学会大会事務局（run34ipu@gmail.com）

メール件名：「演題番号 氏名」（例：A01 東京太郎）

メール本文：「演題番号、題目名、氏名、所属、電話番号」を明記して下さい。
※抄録ファイルの添付を忘れることのないようにお願いいたします。

②抄録のスタイルについて
・ランニング学研究はB5判です。

・文字サイズは10ポイントになります。

・本文文字数は下記の通りです。

1）抄録が1ページに収まる場合、本文の文字数は1,000字以内（図表含む）にして下さい。

2） 抄録が1ページに収まらない場合、2ページを十分に活用して下さい。
　  ※2ページの場合、図表を含めて2,350文字相当になります。2ページに収まるよう文字数を調整して下さい。

3）図表を入れる場合は、図表スペース分の文字数を本文の文字数から削減して下さい。

一般研究発表者へのお願いとお知らせ

③抄録ファイルについて
・本文と、図表・写真のファイルは別々にして下さい。

・原則として、本文は、Microsoft Word（.docx）ファイル、もしくはテキストファイル（.txt）で作成して下さい。

・図表と写真は、本文とは別に、オリジナル形式のファイルおよびPDFファイルをご提出下さい。

④本文について
・以下のスタイルで作成して下さい。

1）1行目にタイトル

2）1行空けて発表者氏名および所属（共同発表者含む）

3）1行空けてキーワード

4）1行空けて本文

⑤その他
期日までに抄録のご提出がない場合、ランニング学研究には掲載されません。

A発表：完結型研究（科学的研究および実践的研究）

　　　　…仮説を立て検証するなど、一定のオリジナルな知見を発表する形の研究。

B発表：非完結型研究（科学的研究、実践的研究、指導報告など）

　　　　…オリジナルな知見の有無に関わらず、有用と思われる知見の報告。
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佐藤善人¹）　去川英俊²）　村上公英³）　吉田誠⁴）

¹）東京学芸大学　²）熊本市立北部東小学校　³）熊本市立楠小学校　⁴）熊本市教育センター

　ランニング学研究31巻2号:117-127

　阪神･淡路大震災、東日本大震災、そして熊本地震と、日本は大きな地震による災害が起きやすい。また近年

は地球温暖化の影響により、大規模な水害も発生している。こういった大きな自然災害が起こると、子どもたち

が身体活動を実施するグランドや体育館といった運動･スポーツ施設の使用は、一時的に困難となる。

　身体活動が子どもの心身の成長にポジティブな影響を及ぼすことは知られるところであるが、その活動が制限

されることによって、子どもの体力･運動能力の低下はもとより、様々なストレス反応の表出が危惧される。自然

災害による環境の変化は、子どもの身体活動の機会を奪うため、心身への悪影響が懸念される。

　本研究では自然災害後に運動･スポーツの実施が制限される小学校において、特別な器具用具を用いることな

く、また限られた環境でも実施でき、心身の成長への効果が大きく期待されるランニング指導の方法を開発する

ことを目的とした。特に心理面の変化に着目して研究を進めた。その結果、今回実践したランニングは、心理的

諸問題の改善に寄与する可能性が示された。

佐藤 善人
所　属 : 東京学芸大学　教育学部　健康・スポーツ科学講座　准教授
略　歴 :1972年生まれ。神奈川県出身。鹿児島大学教育学部卒業。東京

学芸大学大学院教育学研究科修了。
研　究 : 体育授業におけるランニング指導に関する研究、子どもの運動遊

びに関する研究
著　書 : スポーツと君たち－10代のためのスポーツ教養（編著、大修館

書店）、子どもがやる気になる!!スポーツ指導（編著、学文社）、第
6版 小学校の体育授業づくり入門（編著、学文社）、第2版中学
校高校の体育授業づくり入門（編著、学文社）、子どもの心と体を
育む楽しい運動あそび（編著、ベースボール・マガジン社）

社会的活動 :
日本スポーツ協会「幼児版アクティブ・チャイルド・プログラム普
及ワーキング」班員、スポーツ庁「体力･運動能力、運動習慣等調
査」有識者会議委員、日本スポーツ教育学会理事、ランニング学
会理事

児童のストレス軽減を意図したランニングの実践
座長：髙田由基（帝京科学大学）①10:10～10:50 学会賞・奨励賞講演

思春期の長距離走選手における3000m走能力と4種類の跳躍能力との関係

座長：髙田由基（帝京科学大学）②10:10～10:50 学会賞・奨励賞講演

-自然災害後の小学校で行う
　プログラムの開発を目的として-

田中 耕作
所　属 : 環太平洋大学　助教
略　歴 :1991年鹿児島県生まれ。環太平洋大学卒業、鹿屋体育大学・筑

波大学連携大学院博士課程在学中。陸上競技部に所属していた
大学在学中にスポーツ科学の魅力にとりつかれ、大学院に進学。
2019年春、本学スポーツ科学センターの始動と同時に、専任教
員として着任。ジュニア世代のランナーに対する補助トレーニング、
特にプライオメトリクスの効果についての研究を行っている。

田中耕作¹）　フダラキス・イオアニス・ヨルギオス³）　森寿仁²）　山本正嘉³）

¹）環太平洋大学　²）兵庫県立大学 ³）鹿屋体育大学

ランニング学研究31巻1号:1-8

　思春期の男子長距離走選手に対する補助トレーニングとして，跳躍運動を効果的に実施するための基礎知見

を得ることを目的とした．中学および高校生の長距離走選手15名を対象として，3000m走能力と4種類の跳

躍能力（垂直跳び，リバウンドジャンプ，立幅跳び，立5段跳び）との関係性を検討した．3000m走能力と各種

跳躍能力との単相関では，リバウンドジャンプ指数（r=-0.71），立幅跳び（r=-0.65），立5段跳び（r=-0.76）

の3つでは有意な相関が見られたが，垂直跳び（r=-0.26）では有意な相関は見られなかった．次に，発育発達

による影響を考慮するため，暦年齢を制御変数とした偏相関分析を行ったところ，リバウンドジャンプ指数や立

幅跳びとの間での関係性は消失したが，立5段跳びとの間には依然として有意な相関が見られた（r=-0.57）．

以上から，思春期の長距離走選手においては，立5段跳びの能力が持久走能力に重要な関わりを持つことが示

唆された．以上を考察した結果，思春期の長距離走選手にとっても水平方向への連続跳躍運動を補助トレーニン

グとして段階的に導入することで，競技力向上にもつながる可能性が示唆された．

2 /19 （sat） 2 /19 （sat）
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田中 耕作
所　属 : 環太平洋大学　助教
略　歴 :1991年鹿児島県生まれ。環太平洋大学卒業、鹿屋体育大学・筑

波大学連携大学院博士課程在学中。陸上競技部に所属していた
大学在学中にスポーツ科学の魅力にとりつかれ、大学院に進学。
2019年春、本学スポーツ科学センターの始動と同時に、専任教
員として着任。ジュニア世代のランナーに対する補助トレーニング、
特にプライオメトリクスの効果についての研究を行っている。

田中耕作¹）　フダラキス・イオアニス・ヨルギオス³）　森寿仁²）　山本正嘉³）

¹）環太平洋大学　²）兵庫県立大学 ³）鹿屋体育大学

ランニング学研究31巻1号:1-8
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アスリートの起床時心拍変動と心理的ストレス及び身体的ストレスとの関係

座長：得居雅人（九州共立大学）③10:50～11:30 前年度優秀発表賞講演

　近年，成人以降のランニング人口や市民マラソン大会の増加がみられるが，児童・生徒において持久走は嫌わ

れている．一方，学校教育活動内において，持久走は体育授業だけでなく，校内マラソン大会でも行われているが，

校内マラソン大会の位置づけや体育授業との関係については不明な点が多い．そこで，本研究では，教師が考え

る理想の校内マラソン大会について明らかにすることを目的とした．鳥取県内の小学校75校，中学校24校，高

等学校12校の体育主任に相当する教師計111名を対象に「理想のマラソン大会」について自由記述式アンケー

トを実施した．得られたテキストデータはテキストマイニング法を用いて分析を行った．その結果，小学校及び中

学校教師が考える理想の校内マラソン大会では，児童・生徒個人の記録や力に焦点をあてている傾向が強いこ

とが考えられ，体育授業がその練習の場となり本来，学習すべき内容が不足し校内マラソン大会での記録向上に

主眼が置かれている可能性が示唆された．尚，今回の発表では，昨年度公表したデータに加えて，これまで我々

の研究で蓄積してきた学校教育活動でのランニングに対する意識調査の結果や校内マラソン大会の実態と課題

についても紹介したい．

教師が考える理想の校内マラソン大会について

座長：得居雅人（九州共立大学）④10:50～11:30 前年度優秀発表賞講演

関 耕二
所　属 : 鳥取大学　地域学部　人間形成コース　准教授
略　歴 :1977年　新潟県生まれ。六日町高校卒業後、群馬大学教育学

　　　　　部入学。
2002年　群馬大学大学院　教育学研究科修了
2006年　群馬大学大学院　医学系研究科修了
2008年　鳥取大学　地域学部　着任（現在に至る）

研　究 : 学校における効果的なランニング教育、環境変化とランニングパ
フォーマンスの関係、子どもの体力発達に影響する要因の検討等。
大学では初等科体育と幼児教育（健康）を担当しながら、大学院
などで現職教員と共同し基礎研究と教育現場や指導現場を繋ぐ研
究や活動を実践しています。

競技歴 : 高校から大学まで、競歩と長距離を専門として、現在は市民ラン
ナー。

市原 弘康
所　属 : 順天堂大学大学院　スポーツ健康科学研究科
略　歴 :2016年4月－2020年3月　山梨学院大学　スポーツ科学部

2020年4月－2021年3月　筑波大学　体育専門学群 研究生
2021年4月－現在　順天堂大学大学院　スポーツ健康科学研究科

研　究 :コンディショニング、運動限界、中枢性疲労

市原弘康¹）　青栁篤²）　鍋倉賢治³）

¹）筑波大学体育専門学群　²）筑波大学大学院人間総合科学研究科 ³）筑波大学体育系

キーワード：コンディショニング，ストレッサー，LN rMSSD

　心拍変動（Heart Rate Variability: HRV）は、心拍のRR間隔の変動を示す尺度であり、起床時に測定され

たHRVはアスリートのコンディションの指標として注目されている。HRVは、非アスリートでは日常生活での心

理的ストレスやトレーニングによる身体的ストレスなどのストレス要因で変動する性質を持つが、アスリートを対

象とした研究では身体的ストレスとの関係を検討したものが多く、心理的ストレスとの関係は不明な点が多い。

本研究では、日常的にトレーニングを行っているアスリートの起床時HRVがトレーニングによる身体的ストレス

あるいは日常生活での心理的ストレスのどちらにより強く影響を受けるのか検証した。

　昨年度の発表では、陸上中長距離走選手6名を対象とした結果、心理的ストレス指標との関係が強かった者

が4名、身体的ストレス指標との関係が強かった者が2名であった。この結果は、日常的にトレーニングを行って

いるアスリートの起床時HRVは，身体的ストレスよりも心理的ストレスにより強く影響される可能性を示している。

本発表においては、トライアスロン選手の追加データを含めて、持久系アスリートの起床時HRVに影響を与え

る要因について多角的に考察したい。
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ランニングレベルに応じたトレーニング方法の検討

　18歳から実業団チームで活動し，日本代表として世界で戦った．しかし世界一を目前として現れた最強の敵は「故

障（ランニング障害）」であった．

　故障を機に競技を引退し，これまでのランニング経験を活かしてランニング指導者として活動を行うが，どのランニン

グカテゴリーにおいても「故障」に悩むランナーが多く，指導方法に疑問を抱いた．そこで「極めたランニング経験をス

ポーツ科学と融合化」させ，全てのランナーがランニングを安全に行える環境を作るために博士学位の取得を目指した．

　博士過程に在籍中は，市民ランナーやパラアスリート，大学生と幅広いランナーの自己記録更新や目標達成に貢献

することができた．これらの結果は，現場を有する事により多様なランナーのデータ蓄積と研究知見を活用した指導

方法で得られた結果だと考える．

　学位論文では，ランナーのトレーニングやレースにおいて重要とされる「ペース戦略」について研究活動を行い，簡

易的なパフォーマンス評価である20mシャトルランテストおよびトレーニング変数を用いることでマラソンタイム予測

式の作成を行った．

　今回は，博士論文の内容を主とし，現場と研究の融合化についてお話をしたい．

「全員を伸ばす」 個別トレーニングプログラムの作成方法

座長：鍋倉賢治（筑波大学）⑤11:30～12:00 キーノートレクチャー

-市民ランナーおよび学生
　 エリートランナーの事例を交えて- 「世界の希実になりたい」 東京オリンピック入賞への壮大な物語

⑥13:00～14:00 特別企画 聞き手：丹治史弥（東海大学）

髙尾 憲司
所　属 : 立命館大学
略　歴 :1993年4月- 2005年9月　旭化成株式会社 陸上競技部

2005年9月- 2008年9月　旭化成せんい株式会社
2012年3月　大阪産業大学人間環境学部スポーツ健康学科卒業
2009年5月 -現在　株式会社ブルーミング(設立) 代表取締役社長
2013年4月 -現在　立命館大学体育会男子陸上競技部長距離コーチ
2017年3月　立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程 修了
2021年3月　立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程 修了

学位取得 立命館大学 博士(スポーツ健康科学)
競技歴 :第7回世界陸上競技選手権大会　1999年8月　10000m日本代表として出場．(18位)．

第43回全日本実業団駅伝　1999年1月　4区：区間賞・区間新を獲得．優勝に貢献．
第13回バンコクアジア大会　1998年12月　10000m日本代表として出場．金メダル獲得．
第82回日本陸上選手権大会　1998年10月　10000mに出場し，優勝．
第42回全日本実業団駅伝　1998年1月　5区：区間賞を獲得．優勝に貢献．
第2回東アジア大会　1997年5月　10000m日本代表として出場．銀メダル獲得．
第5回世界陸上競技選手権　1995年8月　10000m日本代表として出場．
第5回ジュニア世界陸上競技選手権　1994年7月　10000m日本代表として出場．銀メダル獲得．
第38回全日本実業団駅伝　1994年1月　2区：区間賞を獲得．優勝に貢献．

指導歴 :１.パラリンピックアスリート　2015年9月- 現在に至る
近藤寛子選手が2016リオパラリンピック女子マラソン日本代表に選出され，5位入賞．
井内菜津美選手が2020年2月2日に開催された別府大分毎日マラソンで， T11マ
ラソン世界記録を達成．

2 .立命館大学男子陸上競技部長距離パート　2013年4月- 現在に至る
全日本大学駅伝9回出場.出雲駅伝6回出場.
2018年度の出雲駅伝では，関西勢9年ぶり入賞(7位)を果たした．2019年度には，
6位で2年連続入賞を達成した．

田中 健智
所　属 : 豊田自動織機TC・同志社大学スポーツ医科学研究センター
略　歴 :1970年兵庫県生まれ。三木東高から川崎重工へ進み、現役時代は3000mSCを中心に、

中長距離選手として活躍。1996年に引退し、2001年までトクセン工業で妻・千洋氏
（1997年・2003年北海道マラソン優勝ほか）のコーチ兼練習パートナーを務めた。ラ
ンニング関連会社に勤務しイベント運営やコーチングを学び、2006年にAthle-C（アス
レック）を立ち上げ、独立。現在は豊田自動織機TCの田中希実選手、後藤夢選手の指
導にあたっている。日本陸上競技連盟・中距離強化スタッフ（2021年11月～）。

　「一人一人、物語をもっている。私にも、両親から始まる人の縁が織りなす壮大な物語がある。私自身、その一部しか

知らない。物語は物語を生み、私にとっては知りえない外伝でも、それ一つで立派な物語が、どこかで生まれている。

私にとっては両親が始まりでも、両親にとってはまた、始まりとなる物語があるのだ。私の物語は、誰かに繋がったろ

うか。私も両親のように、物語を作れているのだろうか」

　コロナ禍でのアスリートの取り組みやアイデアを、子どもや若きアスリートに伝えるプロジェクト「#アスリートがつ

なぐ」に田中希実選手が紡いだ文章である。昨年、東京オリンピックで日本人女子選手として初の3分台、そして日本

人選手として93年ぶりの中距離種目での入賞を果たした田中選手。21歳の田中選手の活躍は、彼女自身の21年間

の歩みにとどまらない壮大な歴史を持つ。

　そこで本企画では、日本陸連強化委員会、そして科学委員会の2つの立場から日本の中距離界を支える丹治史弥氏

（東海大）に、田中選手の1）ともにランナーであった両親とのかかわり、2）幼少期におけるランニングとの出会い、3）

ジュニア時代の陸上競技とのかかわり、4）東京オリンピックの裏側、そして5）今後の展望について、コーチであり父

である田中健智氏に迫っていただく。

丹治 史弥
所　属 : 東海大学　スポーツ医科学研究所
経　歴 :1990年生まれ　奈良県出身

2017年 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻修了　博士 (体育科学)
2017年-2019年 国立スポーツ科学センタースポーツ研究部
2019年から現職

競技歴 :2007年全国高等学校総合体育大会 3000mSC 優勝
2011年日本学生陸上競技対校選手権大会 3000mSC 4位

研　究 : ランニングエコノミー、低酸素環境トレーニング
著　書 : 丹治史弥 (2020) ストレングストレーニングによるランニングエコノミーへの効果. ランニ

ング学研究, 31(2): 103-116.
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吉岡利貢
環太平洋大学

　本ワークショップでは、「姿勢」、「緊張と脱力」、「上肢と下肢のタイミング」、「股関節」、そして「反発」などのキー

ワードから構成された動きづくりをご紹介する。これらは、本学の短距離、跳躍、そして投擲選手、また各種競技

会で目にするエリート選手がウォームアップでおこなっている動きづくりから、ジュニア時代に走ることしかしてこ

なかった中距離選手、長距離選手でも実践しやすく、かつ効果が高いと感じられたものをピックアップしている。

　なお、モデルを務める源裕貴（800ｍ日本記録保持者）は、この動きづくりについて「効率よく走るため、理

想のフォームを完成させるために、毎日のウォームアップに組み込んでいる。メインの練習よりも大事にしている

動きである」と、大学での競技生活をまとめたレポートの中に記している。

ランニング動作改善のための動きづくり

講　師：吉岡利貢（環太平洋大学）
モデル：源　裕貴（環太平洋大学）

講　師：田中耕作（環太平洋大学）

⑧15:00～16:00 ワークショップ・指導員養成講習会①

田中耕作
環太平洋大学

　本講習会では、本学のスポーツ科学センターで取り組んできたランニングパフォーマンス向上のための、各種

測定（筋力測定、ランニングフォームの測定、呼気ガス測定など）と測定結果のフィードバック方法についてご

紹介する。加えて、これらの測定結果をランナーや指導者が、どのようにランニングパフォーマンス向上に活用

しているのかを、学生ランナーの事例をもとにご紹介する。

ランニングパフォーマンス向上に向けた各種測定

⑧16:15～17:45 指導員養成講習会②

　2019年暮れに始まった新型コロナウイルスパンデミックは、2022年春を目前にしてもなお、新たな局面を迎

え、全世界的に影響を及ぼし続けている。昨年の本学会大会では、プロジェクト事業として行なってきた、その

時々の社会情勢に応じた「ランナー向けの提言」について報告した。

　全世界的には新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と身体運動との関係についても様々な研究や議論が展

開されている。よって、本年度のプロジェクト事業として、これらの科学的エビデンスを今一度振り返り周知する目

的で、プロジェクトメンバーが文献レビューを中心とした5編の総説を執筆し、学会ホームページにて公開してきた。

　それぞれの総説のタイトルは「COVID-19パンデミック中に運動をしてもよいのか？－免疫学の権威である

Woods博士に聞く－（伊藤静夫）」、「身体活動はCOVID-19の重症化を防ぐ（坂本静男）」、「運動習慣、心肺持

久力はCOVID-19による入院リスク、死亡リスクを下げる（藤牧利昭）」、「歩くペースを上げよう！（豊岡示朗）」、「身

体活動はCOVID-19ワクチンの接種効果を高めるか？（宮本由記）」というものであり、本報告ではこれら5つ

の総説の内容を概説する予定である。

ランニングと感染症予防

座長：岡田英孝（電気通信大学）⑦14:10～14:40 プロジェクト報告

鈴木 立紀
所　属 : 東京理科大学薬学部・准教授、日向台病院・内科医師
略　歴 :1968年生まれ

1995年　東京大学薬学部卒業・薬剤師
1999年　北里大学医学部卒業・医師
2005年　東京医科歯科大学大学院医学研究科博士課程修了・
　　　　　医学博士
現在　東京理科大学薬学部・准教授、日向台病院・内科医師

競技歴 : マラソンベスト記録：3時間14分05秒
（2012年Hyannis Marathon）
100kmベスト記録：9時間42分28秒
（2010年USA 100 km Road Championships）
24時間走ベスト記録：208.5 km（2010年Desert Solstice）
6日間走ベスト記録：701.5 km（2019年Six Days in the Dome）
98年に走り始め、01年の長野マラソンで初フル完走。アメリカ全50州でフルマ
ラソンサブ4完走を果たす。13年のボストンマラソンでは爆弾テロも目撃。日本医
師ジョガーズ連盟（JMJA）認定ランニングドクターとして、医療面からのランナー
サポートも行なっている。

社会的活動 :
ランニング学会理事、JMJA代表理事、JADA公認スポーツファーマシ
スト、JSPO公認スポーツドクター
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　中長距離選手を対象とした先行研究では、最大酸素摂取量、乳酸閾値、ならびに走の効率（以下、効率）の競

技力への貢献の高さが知られている。一方、90年代以降、運動の効率への筋や腱の力学的な性質の関与が報告

されるようになった。走行時、パワー発揮の貢献が高い下腿三頭筋を対象としたものは、筋ならびに腱の弾性と

競技力や効率とが有意な相関を持つという報告が多い。本報告では、まず、中長距離選手を対象としたこれら

の研究結果についてショートレビューし、次に、我々が近年進めてきた、中距離選手にフォーカスした研究につい

て報告する。粘弾性の測定には、バイブレーション法を用いた。この方法は、複数の強度での力発揮条件におけ

る筋腱複合体全体の弾性とこれまでの報告がほとんどない粘性を測定することができる。また、筋と腱（正確に

は収縮要素と非収縮要素）の弾性を分離することも行なった。その結果、筋腱複合体の弾性と粘性とが競技力

と多くの力発揮条件で正相関した（それぞれ最大でR=0.57、R=0.71）。そして、腱組織の弾性の貢献が高いこ

とが示唆された。つまり、これらの粘弾性が高いことが競技力に有利に働くことが考えられる。発表では、これ

らの結果の解釈や、今後の課題について示したい。

シンポジウム　”中距離大国ニッポン”の実現に向けて科学はどう貢献できるか？

筋腱複合体の粘弾性と中距離走パフォーマンス

⑩10:00～12:00

第1部：中距離走パフォーマンスを支える最新研究 座長：松生香里（川崎医療福祉大学）

小田 俊明
所　属 : 兵庫教育大学大学院
略　歴 : 筑波大学大学院、東京大学大学院修了。理化学研究所研究員を

経て現職
競技歴 : 小学４年から大学院１年まで、主に中距離。趣味レベルでトライア

スロン
研　究 : 筋腱複合体のバイオメカニクス。最近は特に陸上選手に注目して

います。
著　書 : T Oda, V Malis, T Finni, R Kinugasa, S Sinha.Dynamics of 

Quadriceps Muscles during Isometric Contractions: 
Velocity-Encoded Phase Contrast MRI Study. Diagnostics. 2021.
S Enomoto, T Oda, M Kaga. Relationship between the 
morphological and mechanical properties of muscle-tendon 
units and sprint performance in prepubescent sprinters. 
Translational Sports Medicine. 2019.
K Sano, C Nicol, M Akiyama, Y Kunimasa, T Oda, A Ito, E 
Locatelli, PV Komi, M Ishikawa. Can measures of muscle-tendon 
interaction improve our understanding of the superiority of 
Kenyan endurance runners? EJAP .2015.

社会的活動 :
インクルーシブ陸上競技クラブフォーオール代表　兵庫県知的障
がい者陸上競技協会副会長

国内エリート中距離選手の体力測定値

⑨10:00～12:00 シンポジウム　”中距離大国ニッポン”の実現に向けて科学はどう貢献できるか？

第1部：中距離走パフォーマンスを支える最新研究 座長：松生香里（川崎医療福祉大学）

吉岡利貢　田中耕作　橋爪暁弘
環太平洋大学

　これまで、世界中で数々のエリート中距離選手の体力測定値が報告されてきているが、それらは、中距離走パ

フォーマンスを構成する要因のうちの、ごく限られた要因に過ぎなかった。中距離走は、スピードとスタミナの両

者が高いレベルで必要であるところにその面白さがあり、それらを構成する要因まで考慮すると測定すべき要因

は多岐にわたる。我々は、指導する大学生中距離選手を対象に、中距離走パフォーマンスを構成する様々な要因

を定期的に測定してきた。すなわち、1）最大酸素摂取量、2）ランニングエコノミー、3）股関節等速性最大筋力、

4）ストレッチ-ショートニングサイクル運動の遂行能力（RJindex）、5）ペダリングにおける最大パワー、6）40

秒間の全力ペダリングにおける平均パワーを測定してきた。このたび、男子800mおよび1,500mの日本記録

保持者を含む国内エリート中距離選手に対して、同様の測定を行う機会を得た。本報告では、彼らの体力測定値

について報告し、今後、彼ら、そしてジュニアの選手たちが世界の舞台で活躍するために必要なトレーニング戦略

についてお話ししたい。

吉岡 利貢
所　属 : 環太平洋大学
略　歴 :1978年兵庫県生まれ。静岡大学卒業、筑波大学大学院博士課

程を満期退学。博士（体育科学）。筑波大学体育センター、筑波
大学スポーツR&Dコアを経て、2012年に環太平洋大学に着任。
現在、環太平洋大学体育学部教授、同陸上競技部コーチ（兼 駅
伝監督）、同スポーツ科学センター主幹研究員（2019年～）。著
書に「毎日長い距離を走らなくてもマラソンは速くなる！」（ソフトバ
ンク新書）ほか。日本陸上競技連盟・中距離強化コーチ（2021
年11月～）。
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腸内細菌と中距離走パフォーマンス

⑪10:00～12:00

第1部：中距離走パフォーマンスを支える最新研究 座長：松生香里（川崎医療福祉大学）

西出仁明・河村一輝・源裕貴×小田俊明・冨士川凛太郎

　第1部で報告いただいた研究者に、男子800m、1500mの日本記録保持者である源裕貴選手、河村一輝選手、

そして日本インカレ800mで優勝に輝いた飯澤千翔選手のコーチである西出仁明氏を交えて、第1部の内容に

ついてディスカッションをしていただく。

⑫10:00～12:00

第2部 座長：吉岡利貢（環太平洋大学）

中距離陸上選手のパフォーマンスと腸内細菌叢の関係

○冨士川凛太郎¹）、森達則¹）、鈴木啓太¹）、橋爪暁弘²）、吉岡利貢²）

¹）AuB株式会社、²）環太平洋大学

　近年、アスリートのコンディションと腸内細菌の関係について数多く報告されており、筋肥大、持久力等への

影響が分かってきた。しかしながら、その機序はまだ分かっていないことも多い。

　本研究では、アスリートの中でも特に中距離陸上選手に絞り、その様々なパフォーマンス指標と腸内細菌の関

係について調査することとした。

　実験方法としては、800m～1500m競技の大学生男女22名を対象に、腸内細菌検査と、ランニングエコノミー

（15kph）、ランニングエコノミー（17kph）、VO2max、最大パワー（1kp）、最大無酸素パワー、最大無酸素パワー

/体重、最大パワー＠体重×0.06kp・40秒、平均パワー＠体重×0.06kp・40秒、最大回転数＠体重×

0.06kp・40秒、最大回転数到達時間、等の各種パフォーマンステストを行った。

　その結果、ビフィズス菌が最もパフォーマンス指標と相関が高かった。ランニングエコノミーについてはビフィ

ズス菌が多いほどパフォーマンス低く、最大回転数などのパワー系の指標はビフィズス菌が多いほどパフォーマ

ンスが高かった。これらの機序について発表で議論する。

冨士川 凛太郎
所　属 :AuB株式会社
略　歴 :AuB株式会社 取締役 兼 研究統括責任者。

2008年豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程修了。
2016年AuB株式会社入社。入社以来研究部門の責任者として
アスリート750人、一般人1000人近くの腸内細菌を分析。さらに、
5つの大学、10社以上の民間企業との共同研究やプロジェクトで
得られた知見をもとに、商品開発や腸内細菌検査サービスの開発
に取り組んでいる。所属学会：臨床スポーツ医学会、体力医学会、
分子生物学会、農芸化学会、日本咀嚼学会。

研　究 : 腸内細菌と中距離走パフォーマンス
社会的活動 : 腸内細菌検査協会理事

トップ選手・コーチと研究者によるディスカッション

西出 仁明
1974年福井県生まれ。神戸学院大学卒業後、筑波大学科目等履修生に
て保健体育科教員免許を取得。福井県立美方高等学校教員時代に陸上競
技部監督として全国高校駅伝アベック出場やインターハイ入賞などの結果
を残し、2014年から東海大学陸上競技部中長距離ヘッドコーチに就任。
コーチとして第95回箱根駅伝優勝に貢献するとともに、東海大学陸上競
技部の中距離選手の指導に従事している。日本陸連中距離強化スタッフ
（2021年11月～）。

河村 一輝
1997年岐阜県生まれ。大垣日大高時代はインターハイ1500mで3分
49秒24をマークして3位入賞。明治大学1年時には、ジュニア日本歴代
6位（当時）となる3分42秒81をマークした。大学時代の最高成績は、4
年時の日本選手権7位入賞。大学卒業後はトーエネックに入社。2021年
は4月の金栗記念選抜陸上で3分38秒83（当時、日本歴代9位）を記録
すると、日本選手権では初優勝、そして7月17日のホクレンディスタンスチャ
レンジ千歳大会で3分35秒42の日本記録をマークした。

源 裕貴
2001年山口県生まれ。美祢青嶺高時代はインターハイ800mで予選落ち、
えひめ国体6位で全国大会初入賞。環太平洋大学2年時に、日本学生個
人選手権大会で優勝、3年時に日本インカレで1分49秒64で初入賞（6位）
を果たした。2021年は5月の静岡国際陸上でグランプリ初優勝、6月の
デンカチャレンジは1分46秒50（当時、日本歴代5位）で優勝、日本選
手権は5位に終わったが、7月17日のホクレンディスタンスチャレンジ千
歳大会で1分45秒75の日本タイ記録をマークした。
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技部の中距離選手の指導に従事している。日本陸連中距離強化スタッフ
（2021年11月～）。

河村 一輝
1997年岐阜県生まれ。大垣日大高時代はインターハイ1500mで3分
49秒24をマークして3位入賞。明治大学1年時には、ジュニア日本歴代
6位（当時）となる3分42秒81をマークした。大学時代の最高成績は、4
年時の日本選手権7位入賞。大学卒業後はトーエネックに入社。2021年
は4月の金栗記念選抜陸上で3分38秒83（当時、日本歴代9位）を記録
すると、日本選手権では初優勝、そして7月17日のホクレンディスタンスチャ
レンジ千歳大会で3分35秒42の日本記録をマークした。

源 裕貴
2001年山口県生まれ。美祢青嶺高時代はインターハイ800mで予選落ち、
えひめ国体6位で全国大会初入賞。環太平洋大学2年時に、日本学生個
人選手権大会で優勝、3年時に日本インカレで1分49秒64で初入賞（6位）
を果たした。2021年は5月の静岡国際陸上でグランプリ初優勝、6月の
デンカチャレンジは1分46秒50（当時、日本歴代5位）で優勝、日本選
手権は5位に終わったが、7月17日のホクレンディスタンスチャレンジ千
歳大会で1分45秒75の日本タイ記録をマークした。
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座長紹介

髙田 由基
所　属 : 帝京科学大学（教育人間科学部助教／同大学女子駅伝チーム監督）
経　歴 :1983年生まれ、北海道深川市出身。東京学芸大学大学院修了後、

旭川市立知新小学校教諭、名古屋市立弥富小学校教諭を経て、
2018年4月から現職。

競技歴 :100㎞マラソン日本代表として世界選手権6回出場。
2014年世界選手権 個人5位、国別対抗戦2位。
2018年100㎞日本代表選手団コーチ。
100㎞ベストタイム6時間40分37秒。

研　究 : 教科教育　持久走　長距離走　ウルトラマラソン
著　書 : 教授用資料「小学校・中学校のランニングの教育」（共著、大日本

図書）「ランナーズ」連載(2016、アールビーズ)、ランニングマ
ガジン「クリール」連載(2020、ベースボールマガジン社)、
NHK BS-1「ラン×スマ」(2016、2018)

資　格 : ランニング学会認定ランニング指導員　JAAF公認ジュニアコーチ

得居 雅人
所　属 : 九州共立大学スポーツ学部
経　歴 :1965年　愛媛県生まれ

博士（学術）
愛媛県立松山北高等学校
筑波大学 体育専門学群
筑波大学大学院 体育研究科 コーチ学専攻
九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能専攻

競技歴 : 日本インカレ、日本選手権出場など
指導歴 : 九州女子大学・九州共立大学陸上競技部（中・長距離）コーチ

全日本大学女子駅伝出場（九州女子大学）など
研　究 : ランニング動作改善
著　書 :Effect of internal power on muscular efficiency during 

cycling exercise. Eur.J.Appl.Physiol.101:565-570.
Estimation of oxygen cost of internal power during 
cycling with changing pedal rate.J.Physiol.Anthropol. 
27:133-138.

社会的活動 :
市民ランニングクラブ（LAC）主宰

鍋倉 賢治
所　属 : 筑波大学　体育系教授　ランニング学会副会長
経　歴 :1963年　東京都生まれ

1991年　筑波大学大学院体育科学研究科修了・教育学博士
競技歴 : 2時間29分09秒（1998年別大マラソン）
研　究 :運動中のエネルギー代謝とパフォーマンス、マラソンのペース戦略、

長距離走の第4因子の探索など
著　書 : 続・マラソンランナーへの道～より速くスマートに走り続けるため

に（大修館）ほか
コロナ禍で閉塞する社会情勢の中、昨秋、独自のフルマラソン大会を開催しました。
開催に向けた準備、初フルに挑んだ学生、市民ランナーなど支援してくれたボラン
ティアスタッフ、総勢130名の小さいながらも、充実したイベントになりました。対
面でリアルに活動することの意義や重要性を再認識しました。

岡田 英孝
所　属 : 電気通信大学　情報理工学研究科　教授
経　歴 :1968年　広島県生まれ

1998年　筑波大学大学院博士課程体育科学研究科満期退学
2001年　博士（体育科学）
1998年　電気通信大学助手．
2001年　講師などを経て2015年より現職

競技歴 : 中学～大学　陸上競技中長距離
指導歴 :1998年～現在

電気通信大学陸上競技部監督・中長距離ブロックコーチ
研　究 : 歩行およびランニングのキネマティクス・キネティクス・エナジェ

ティクス
著　書 : スポーツバイオメカニクス，化学同人，2016. （共著）ほか
社会的活動 :

調布市スポーツ推進審議会副会長，日本陸上競技連盟指導者養
成委員会委員

座長紹介 座長紹介
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松生 香里
所　属 : 川崎医療福祉大学
経　歴 : 大阪体育大学大学院修了（体育学修士：豊岡示朗名誉教授に師事。

長距離・マラソン選手の生理学を学ぶ）
東北大学大学院修了（医学博士：永富良一教授のもと運動免疫
学を専門として研究活動に取り組む）

競技歴 : 学生時代は陸上競技長距離（初マラソンは大学１年生で出場した
篠山ABCマラソン）

研　究 : アスリートの腸内環境とコンディショニング、女性アスリートの月
経周期と腸管コンディション

社会的活動 :
高所トレーニング環境システム研究会専門委員、JOC情報・科学
サポート部門員、日本陸上競技連盟医事委員　など

座長紹介

memo
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座長紹介

memo

（A-1）ヒアルロン酸（HA）摂取による膝の違和感緩和機能の検討（その１）
-膝の違和感等の軽症度膝障害に対する主観的評価法の妥当性検証 -

〇杉山喜一（北海道教育大学岩見沢校）、松岡亮輔、大江眞理子、田中知珠（キユーピー㈱ 研究開発本部）

（A-2）腓腹筋に電気刺激を付加したジャンプトレーニングが持続的なジャンプパフォーマンスへ及ぼす効果
〇小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（A-3）慢性足関節不安定症を有する前足部接地ランナーにおける走行立脚相の下肢キネマティクス
〇山口龍星、奥貫拓実（早稲田大学）、廣重陽介、吉岡利貢、江波戸智希（環太平洋大学）、前道俊宏、

劉紫剣、岩山亜里奈、若宮知輝、小川祐来、勝谷洋文、永元英明、熊井司（早稲田大学）

（A-4）800m走におけるスピード型と持久型選手のレースパターンの特徴
-全力に対するスピード、ステップ頻度、ステップ長に着目して -

〇菅原　遥（仙台大学大学院）、門野洋介（仙台大学）、榎本靖士（筑波大学）

（A-5）生理学的3要因で上り坂走のパフォーマンスは説明できるか？
〇小川慶図（筑波大学大学院）、杉山魁声（筑波大学）、鍋倉賢治（筑波大学体育系）

（A-6）高校生男子長距離選手における接地パターンによるジャンプ能力の違い
〇後藤晴彦（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、早稲田大学大学院スポー

ツ科学研究科）、黒澤亮介、中宗一郎（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学セン

ター）、谷口耕輔、西谷和也（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、公益財

団法人岐阜県スポーツ協会御嶽濁河高地トレーニングセンター）

（A-7）中距離選手を対象とした低酸素環境下におけるSITの効果
-自転車運動による短期間・高頻度での導入 -

〇橋爪暁弘、田中耕作、吉岡利貢（環太平洋大学）

一般研究発表一覧 【A】 一般研究発表一覧 【B】

（B-1）コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２
〇清水泰生（同志社大学）

（B-2）大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況
〇山中鹿次

（B-3）学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察
〇佐藤裕樹（東京都立王子特別支援学校）

（B-４）電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子ハードル・短距離選手にもたらす効果
〇中村須晴、金光優奈（九州共立大学）、小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（B-５）ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発
〇犬塚勝美、矢野彩摘、大野亙、伊藤道郎、高津浩彰（豊田工業高等専門学校）

（B-６）カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの飛躍的改善とパフォーマンス
〇鍋倉賢治、小川慶図、渡邊宏太、杉山魁声、岩佐一楽（筑波大学）、市原弘康（順天堂大学）

（B-７）走力のあるシニアランナーの特徴を探る
〇大川原辰也　（北海道大学）

（B-８）事前の短時間高強度走行がランナーのランニングエコノミーに与える効果の検討
〇渡邊宏太、大木祥太、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-９）ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告
〇齋藤祐一（環太平洋大学）

（B-10）着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics、kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較 -

〇大塚 直輝、菊川 裕也（株式会社ORPHE）

（B-11）乳酸値に基づいた運動強度設定の検討
〇小林桃子、鈴木立紀（東京理科大学大学院薬学研究科）

（B-12）発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に -

〇河合美香（龍谷大学）、鎌田 浩史（日本陸連医事委員会）、井筒 紫乃（日本女子体育大学）、塚原 

由佳（日本陸連医事委員会）、楳村 史織（京都第二赤十字病院）、須永 美歌子（日本体育大学）、

山澤 文裕（日本陸連医事委員会）

（B-13）大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションにおけるトレーニング強度の縦断的調査
〇西出仁明、丹治史弥、両角速（東海大学）

（B-14）シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響
〇三本木温、前川航陽、畠山大陸（山梨学院大学スポーツ科学部）

（B-15）ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

〇髙田由基（帝京科学大学）、佐藤善人（東京学芸大学）、加藤凌（東京学芸大学大学院）

（B-16）トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備について
〇中村和照（中京大学）、半田佑之介（株式会社シンコーシステム）

　

（B-17）ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討
〇菅谷美沙都（上武大学）、鍋倉賢治（筑波大学）
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（A-4）800m走におけるスピード型と持久型選手のレースパターンの特徴
-全力に対するスピード、ステップ頻度、ステップ長に着目して -

〇菅原　遥（仙台大学大学院）、門野洋介（仙台大学）、榎本靖士（筑波大学）

（A-5）生理学的3要因で上り坂走のパフォーマンスは説明できるか？
〇小川慶図（筑波大学大学院）、杉山魁声（筑波大学）、鍋倉賢治（筑波大学体育系）

（A-6）高校生男子長距離選手における接地パターンによるジャンプ能力の違い
〇後藤晴彦（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、早稲田大学大学院スポー

ツ科学研究科）、黒澤亮介、中宗一郎（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学セン

ター）、谷口耕輔、西谷和也（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、公益財

団法人岐阜県スポーツ協会御嶽濁河高地トレーニングセンター）

（A-7）中距離選手を対象とした低酸素環境下におけるSITの効果
-自転車運動による短期間・高頻度での導入 -

〇橋爪暁弘、田中耕作、吉岡利貢（環太平洋大学）

一般研究発表一覧 【A】 一般研究発表一覧 【B】

（B-1）コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２
〇清水泰生（同志社大学）

（B-2）大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況
〇山中鹿次

（B-3）学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察
〇佐藤裕樹（東京都立王子特別支援学校）

（B-４）電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子ハードル・短距離選手にもたらす効果
〇中村須晴、金光優奈（九州共立大学）、小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（B-５）ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発
〇犬塚勝美、矢野彩摘、大野亙、伊藤道郎、高津浩彰（豊田工業高等専門学校）

（B-６）カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの飛躍的改善とパフォーマンス
〇鍋倉賢治、小川慶図、渡邊宏太、杉山魁声、岩佐一楽（筑波大学）、市原弘康（順天堂大学）

（B-７）走力のあるシニアランナーの特徴を探る
〇大川原辰也　（北海道大学）

（B-８）事前の短時間高強度走行がランナーのランニングエコノミーに与える効果の検討
〇渡邊宏太、大木祥太、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-９）ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告
〇齋藤祐一（環太平洋大学）

（B-10）着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics、kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較 -

〇大塚 直輝、菊川 裕也（株式会社ORPHE）

（B-11）乳酸値に基づいた運動強度設定の検討
〇小林桃子、鈴木立紀（東京理科大学大学院薬学研究科）

（B-12）発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に -

〇河合美香（龍谷大学）、鎌田 浩史（日本陸連医事委員会）、井筒 紫乃（日本女子体育大学）、塚原 

由佳（日本陸連医事委員会）、楳村 史織（京都第二赤十字病院）、須永 美歌子（日本体育大学）、

山澤 文裕（日本陸連医事委員会）

（B-13）大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションにおけるトレーニング強度の縦断的調査
〇西出仁明、丹治史弥、両角速（東海大学）

（B-14）シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響
〇三本木温、前川航陽、畠山大陸（山梨学院大学スポーツ科学部）

（B-15）ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

〇髙田由基（帝京科学大学）、佐藤善人（東京学芸大学）、加藤凌（東京学芸大学大学院）

（B-16）トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備について
〇中村和照（中京大学）、半田佑之介（株式会社シンコーシステム）

　

（B-17）ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討
〇菅谷美沙都（上武大学）、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-1）コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２
〇清水泰生（同志社大学）

（B-2）大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況
〇山中鹿次

（B-3）学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察
〇佐藤裕樹（東京都立王子特別支援学校）

（B-４）電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子ハードル・短距離選手にもたらす効果
〇中村須晴、金光優奈（九州共立大学）、小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（B-５）ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発
〇犬塚勝美、矢野彩摘、大野亙、伊藤道郎、高津浩彰（豊田工業高等専門学校）

（B-６）カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの飛躍的改善とパフォーマンス
〇鍋倉賢治、小川慶図、渡邊宏太、杉山魁声、岩佐一楽（筑波大学）、市原弘康（順天堂大学）

（B-７）走力のあるシニアランナーの特徴を探る
〇大川原辰也　（北海道大学）

（B-８）事前の短時間高強度走行がランナーのランニングエコノミーに与える効果の検討
〇渡邊宏太、大木祥太、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-９）ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告
〇齋藤祐一（環太平洋大学）

（B-10）着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics、kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較 -

〇大塚 直輝、菊川 裕也（株式会社ORPHE）

（B-11）乳酸値に基づいた運動強度設定の検討
〇小林桃子、鈴木立紀（東京理科大学大学院薬学研究科）

（B-12）発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に -

〇河合美香（龍谷大学）、鎌田 浩史（日本陸連医事委員会）、井筒 紫乃（日本女子体育大学）、塚原 

由佳（日本陸連医事委員会）、楳村 史織（京都第二赤十字病院）、須永 美歌子（日本体育大学）、

山澤 文裕（日本陸連医事委員会）

（B-13）大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションにおけるトレーニング強度の縦断的調査
〇西出仁明、丹治史弥、両角速（東海大学）

（B-14）シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響
〇三本木温、前川航陽、畠山大陸（山梨学院大学スポーツ科学部）

（B-15）ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

〇髙田由基（帝京科学大学）、佐藤善人（東京学芸大学）、加藤凌（東京学芸大学大学院）

（B-16）トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備について
〇中村和照（中京大学）、半田佑之介（株式会社シンコーシステム）

　

（B-17）ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討
〇菅谷美沙都（上武大学）、鍋倉賢治（筑波大学）
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（A-1）ヒアルロン酸（HA）摂取による膝の違和感緩和機能の検討（その１）
-膝の違和感等の軽症度膝障害に対する主観的評価法の妥当性検証 -

〇杉山喜一（北海道教育大学岩見沢校）、松岡亮輔、大江眞理子、田中知珠（キユーピー㈱ 研究開発本部）

（A-2）腓腹筋に電気刺激を付加したジャンプトレーニングが持続的なジャンプパフォーマンスへ及ぼす効果
〇小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（A-3）慢性足関節不安定症を有する前足部接地ランナーにおける走行立脚相の下肢キネマティクス
〇山口龍星、奥貫拓実（早稲田大学）、廣重陽介、吉岡利貢、江波戸智希（環太平洋大学）、前道俊宏、

劉紫剣、岩山亜里奈、若宮知輝、小川祐来、勝谷洋文、永元英明、熊井司（早稲田大学）

（A-4）800m走におけるスピード型と持久型選手のレースパターンの特徴
-全力に対するスピード、ステップ頻度、ステップ長に着目して -

〇菅原　遥（仙台大学大学院）、門野洋介（仙台大学）、榎本靖士（筑波大学）

（A-5）生理学的3要因で上り坂走のパフォーマンスは説明できるか？
〇小川慶図（筑波大学大学院）、杉山魁声（筑波大学）、鍋倉賢治（筑波大学体育系）

（A-6）高校生男子長距離選手における接地パターンによるジャンプ能力の違い
〇後藤晴彦（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、早稲田大学大学院スポー

ツ科学研究科）、黒澤亮介、中宗一郎（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学セン

ター）、谷口耕輔、西谷和也（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、公益財

団法人岐阜県スポーツ協会御嶽濁河高地トレーニングセンター）

（A-7）中距離選手を対象とした低酸素環境下におけるSITの効果
-自転車運動による短期間・高頻度での導入 -

〇橋爪暁弘、田中耕作、吉岡利貢（環太平洋大学）

一般研究発表一覧 【A】 一般研究発表一覧 【B】

（B-1）コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２
〇清水泰生（同志社大学）

（B-2）大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況
〇山中鹿次

（B-3）学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察
〇佐藤裕樹（東京都立王子特別支援学校）

（B-４）電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子ハードル・短距離選手にもたらす効果
〇中村須晴、金光優奈（九州共立大学）、小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（B-５）ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発
〇犬塚勝美、矢野彩摘、大野亙、伊藤道郎、高津浩彰（豊田工業高等専門学校）

（B-６）カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの飛躍的改善とパフォーマンス
〇鍋倉賢治、小川慶図、渡邊宏太、杉山魁声、岩佐一楽（筑波大学）、市原弘康（順天堂大学）

（B-７）走力のあるシニアランナーの特徴を探る
〇大川原辰也　（北海道大学）

（B-８）事前の短時間高強度走行がランナーのランニングエコノミーに与える効果の検討
〇渡邊宏太、大木祥太、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-９）ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告
〇齋藤祐一（環太平洋大学）

（B-10）着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics、kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較 -

〇大塚 直輝、菊川 裕也（株式会社ORPHE）

（B-11）乳酸値に基づいた運動強度設定の検討
〇小林桃子、鈴木立紀（東京理科大学大学院薬学研究科）

（B-12）発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に -

〇河合美香（龍谷大学）、鎌田 浩史（日本陸連医事委員会）、井筒 紫乃（日本女子体育大学）、塚原 

由佳（日本陸連医事委員会）、楳村 史織（京都第二赤十字病院）、須永 美歌子（日本体育大学）、

山澤 文裕（日本陸連医事委員会）

（B-13）大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションにおけるトレーニング強度の縦断的調査
〇西出仁明、丹治史弥、両角速（東海大学）

（B-14）シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響
〇三本木温、前川航陽、畠山大陸（山梨学院大学スポーツ科学部）

（B-15）ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

〇髙田由基（帝京科学大学）、佐藤善人（東京学芸大学）、加藤凌（東京学芸大学大学院）

（B-16）トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備について
〇中村和照（中京大学）、半田佑之介（株式会社シンコーシステム）

　

（B-17）ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討
〇菅谷美沙都（上武大学）、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-1）コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２
〇清水泰生（同志社大学）

（B-2）大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況
〇山中鹿次

（B-3）学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察
〇佐藤裕樹（東京都立王子特別支援学校）

（B-４）電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子ハードル・短距離選手にもたらす効果
〇中村須晴、金光優奈（九州共立大学）、小木曽一之（青山学院大学）、得居雅人（九州共立大学）

（B-５）ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発
〇犬塚勝美、矢野彩摘、大野亙、伊藤道郎、高津浩彰（豊田工業高等専門学校）

（B-６）カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの飛躍的改善とパフォーマンス
〇鍋倉賢治、小川慶図、渡邊宏太、杉山魁声、岩佐一楽（筑波大学）、市原弘康（順天堂大学）

（B-７）走力のあるシニアランナーの特徴を探る
〇大川原辰也　（北海道大学）

（B-８）事前の短時間高強度走行がランナーのランニングエコノミーに与える効果の検討
〇渡邊宏太、大木祥太、鍋倉賢治（筑波大学）

（B-９）ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告
〇齋藤祐一（環太平洋大学）

（B-10）着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics、kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較 -

〇大塚 直輝、菊川 裕也（株式会社ORPHE）

（B-11）乳酸値に基づいた運動強度設定の検討
〇小林桃子、鈴木立紀（東京理科大学大学院薬学研究科）

（B-12）発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に -

〇河合美香（龍谷大学）、鎌田 浩史（日本陸連医事委員会）、井筒 紫乃（日本女子体育大学）、塚原 

由佳（日本陸連医事委員会）、楳村 史織（京都第二赤十字病院）、須永 美歌子（日本体育大学）、

山澤 文裕（日本陸連医事委員会）

（B-13）大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションにおけるトレーニング強度の縦断的調査
〇西出仁明、丹治史弥、両角速（東海大学）

（B-14）シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響
〇三本木温、前川航陽、畠山大陸（山梨学院大学スポーツ科学部）

（B-15）ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

〇髙田由基（帝京科学大学）、佐藤善人（東京学芸大学）、加藤凌（東京学芸大学大学院）

（B-16）トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備について
〇中村和照（中京大学）、半田佑之介（株式会社シンコーシステム）

　

（B-17）ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討
〇菅谷美沙都（上武大学）、鍋倉賢治（筑波大学）
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　市民ランナーにみられる障害部位の多くは膝関節であり、軽症度膝障害を抱えた状態での練習継続は退行変性を助長し、ロコモティブ

シンドロームへと進行しやすい。従来の報告では、HA経口投与によって炎症性マーカーの改善が観察され、初期段階で発生する炎症系に

起因する膝痛や違和感等の緩和が示唆されている。このような有効性の検証のための主観的評価法として、JKOMやWOMAC等が知ら

れているが、比較的重症度の高い評価項目が多く、健常者ランナーの軽症度評価には適切ではない項目が含まれている。そこでJKOMや

WOMACの評価項目のうち、健常者を対象とした評価に適する項目を選定した17項目からなる質問紙調査票を作成し、膝の違和感等を

抱えている61名の中高年ランナーを中心に調査を行った。統計処理の結果、信頼性の高い3因子(計15項目)が抽出された。さらに各因子と、

痛み、こわばり、違和感の各VASあるいはロコモ25得点との相関性も認められ、本調査票が違和感等の軽度膝障害を評価するための簡

易で有用な主観的評価尺度になると判断された。

ヒアルロン酸(HA)摂取による膝の違和感緩和機能の検討(その１)
-膝の違和感等の軽症度膝障害に対する主観的評価法の妥当性検証-

A-1
杉山 喜一（北海道教育大学岩見沢校）

　800m選手の最大スピードとレースパターンを分析することにより，選手のタイプによるレースパターンの特徴を，最大スピードに対する

相対値を用いて明らかにすることを目的とした．21名の男子800m選手を対象に，最大スプリントスピード（Smax）の測定とレースパター

ンの分析を行った．スピード比（Smax/レース平均スピード）をスピードの指標，レースの前後半タイム差を持久力の指標とし，これらの関

係から選手をスピード型と持久型に分類した．レース中のスピード，ステップ頻度，ステップ長を，最大スプリントに対する相対値に換算し，

タイプ間で変化パターンや大きさを比較した．相対スピードは，スピード型ではスタートからフィニッシュにかけて漸減し，持久型では

300mから維持するようなパターンで変化し，大きさはレース全体を通して持久型の方が大きかった．また，相対ステップ頻度は300m以

降で持久型が有意に大きく，特に400～600mの変化パターンに両タイプの特徴がみられた．

800m走におけるスピード型と持久型選手のレースパターンの特徴
-膝全力に対するスピード、ステップ頻度、ステップ長に着目して-

A-4
菅原 遥（仙台大学大学院）

　中距離走には有酸素性能力と無酸素性能力の両方が必要であり、近年、この両者を高めるトレーニング手段として、低酸素環境下でのス

プリント･インターバル･トレーニング（SIT）が注目されている (Joke et al., 2013)。また、著者らは、自転車運動を用いたSITもまた、こ

の両者を高めやすい側面を有することを報告している（吉岡ほか、2011）。そこで本研究では、大学生中距離ランナー 13名に対し、一般

的準備期の最後の2週間に計6回の低酸素環境下におけるSITを処方し、その効果を検証した。その結果、最大酸素摂取量が68.6±4.5 

ml/kg/minから72.6±3.9 ml/kg/minに、漸増負荷テストにおける最高走速度が19.5 ±0.46 km/hから19.9±0.49 km/hに有意に

向上した。さらに、13名全員がトレーニング後3か月以内に自己最高記録を更新した。すなわち、800 mは1分55秒34±3秒73から1

分54秒26±3秒71（n=10）へ、1500 mは3分54秒12±4秒69から3分48秒53±3秒65（n=5）へ短縮した。

中距離選手を対象とした低酸素環境下におけるSITの効果
-自転車運動による短期間・高頻度での導入-

A-7
橋爪 暁弘(環太平洋大学)

　本研究では、腓腹筋に経皮的な電気刺激（EMS）を与えながら行う連続リバウンドジャンプ（RJ）トレーニングが80回連続RJパフォーマンス

にどのような影響を与えるかについて調査した。19名の男性がnon-EMS群とEMS群に分けられ、両脚RJトレーニングを4週間にわたり隔日で行っ

た（合計15回）。RJは1日10 回3セットから最終的には1日20回４セットまで漸増された。EMS群のみ両脚の腓腹筋にEMSが与えられ、その

強度は最大等尺性足底屈トルクの10%から20%まで漸増された。トレーニング後、80回連続RJ中におけるEMS群の平均跳躍高と酸素摂取量

は有意に増加し、その割合であるエネルギー効率は変化しなかった。一方、non-EMS群の平均跳躍高は変化せず、酸素摂取量は有意に増加した

ため、その効率は有意に低下した。EMS群は、80回連続RJ後半での跳躍高の低下と接地時間の増加の割合が小さく、80回連続RJ 終了5分後

の血中乳酸値の有意な増加もみられなかった。また、ジャンプを跳びやすく感じ、「弾む感じがした」「浮かんでいる感じがした」といった運動感覚

の変化もみられた。したがって、腓腹筋にEMSを与えながらの連続RJトレーニングは、持続的なジャンプパフォーマンスを高めることが示唆された。

腓腹筋に電気刺激を付加したジャンプトレーニングが
持続的なジャンプパフォーマンスへ及ぼす効果A-2

小木曽 一之（青山学院大学）

　本研究は、接地パターンの違いとジャンプ能力の関係を明らかにすることを目的とした。高校生男子長距離選手38名を対象に、シーズ

ンベスト記録（SB）の聞き取り、リバウンドジャンプ（RJ）、垂直跳（CMJ）および乳酸カーブテストを実施し、RJ index、CMJ跳躍高、

血中乳酸濃度2mmol/l相当の走速度（vLT）および4mmol/l相当の走速度（vOBLA）を算出した。乳酸カーブテスト時の映像から、後

足部接地（RFS）群と非後足部接地（NRFS）群の2群に分類し、対応のないt検定を用いて各項目の数値を比較した。また、SBと各項目

の関係をPearsonの積率相関係数を用いて検討した。有意水準はp<0.05とした。RJ indexのみNRFS群で有意に高値を示し（p<0.05）、

その他の項目には群間で有意差はなかった。また、全体およびNRFS群では1500mのSBとRJ indexに有意な相関関係が認められたが、

RFS群では有意な関係は認められなかった。接地パターンによってRJ能力に差があり、パフォーマンスを構成する各要素の割合が違う可

能性が示された。

高校生男子長距離選手における接地パターンによるジャンプ能力の違いA-6
後藤 晴彦（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）

　コロナ禍が2021年も続いた。2020年と同様、市民マラソン大会の中止、延期、オンラインに変更も行われている。 2021 年の日本陸

連公認フルマラソン大会は、どういう対応をしたのか、それから、2020年の様子とはどう違うのか。世界のフルマラソン大会の動向を見つ

つ述べてみたい。

コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２B-1
清水 泰生(同志社大学）

　【目的】 本研究は生理学的3要因から上り坂走パフォーマンスを説明する因子を検討することにより，上り坂走を得意とするランナーの

特徴を掴むことを目的とした．【方法】大学駅伝チームのランナー 10名を対象とした．1％および5％に設定したトレッドミル上で漸増負荷

試験を行い，LT, VO2maxならびに走の経済性を算出した．また，平均傾斜4.5％の舗装路にて8kmのタイムトライアルを行い，上り坂パ

フォーマンスとした．同時期に出場した5000mレースを平地パフォーマンスとした．【結果】大学駅伝チーム全員（22名）の5000ｍは生

理学的3要因で76.5％（p<0.05）説明できたが，本対象者10名に絞ると65.1％まで低下した．上り坂パフォーマンスは平地のLTとの間

に有意な負の相関関係が確認できたが，平地および上り坂の生理学的3要因で説明することはできなかった．一方，上り坂の生理学的3

要因にBla-peakを加えることにより，説明率が向上した．【結論】 平地におけるLTが高く，Bla-Peakが低い選手が上り坂において高い

パフォーマンスを示すことが示唆された．

生理学的3要因で上り坂走のパフォーマンスは説明できるか？A-5
小川 慶図（筑波大学大学院）

　【目的】本研究は、慢性足関節不安定症(CAI)を有する前足部接地(FFS)ランナーにおける走行立 脚相の下肢キネマティクスの特徴を明

らかにすることを目的とした.【方法】対象は CAI を有する FFS ランナー8 名(CAI 群)および健常 FFS ランナー8 名(CONT 群)と し，

下肢に反射マーカーを貼付した.フォースプレート内臓のトレッドミル上を 15km/h で走行し，三 次元動作解析装置で記録した.立脚相に

おける股関節，膝関節，足関節角度を算出し，時系列データを 群間比較した.【結果】CAI 群は CONT 群と比較して，立脚初期に膝関節内反，

足関節内がえし・外転角度が有意に増 加し，立脚相を通して股関節内転角度が有意に増加していた. 【考察】立脚初期の股関節内転，膝関

節内反，足関節内がえし角度の増加は lateral ankle sprain のリスク を高めるため，CAI を有する FFS ランナーは走行時に lateral 

ankle sprain が生じやすい肢位となっている 可能性がある.

慢性足関節不安定症を有する前足部接地ランナーにおける
走行立脚相の下肢キネマティクスA-3

山口 龍星（早稲田大学）

25



　市民ランナーにみられる障害部位の多くは膝関節であり、軽症度膝障害を抱えた状態での練習継続は退行変性を助長し、ロコモティブ

シンドロームへと進行しやすい。従来の報告では、HA経口投与によって炎症性マーカーの改善が観察され、初期段階で発生する炎症系に

起因する膝痛や違和感等の緩和が示唆されている。このような有効性の検証のための主観的評価法として、JKOMやWOMAC等が知ら

れているが、比較的重症度の高い評価項目が多く、健常者ランナーの軽症度評価には適切ではない項目が含まれている。そこでJKOMや

WOMACの評価項目のうち、健常者を対象とした評価に適する項目を選定した17項目からなる質問紙調査票を作成し、膝の違和感等を

抱えている61名の中高年ランナーを中心に調査を行った。統計処理の結果、信頼性の高い3因子(計15項目)が抽出された。さらに各因子と、

痛み、こわばり、違和感の各VASあるいはロコモ25得点との相関性も認められ、本調査票が違和感等の軽度膝障害を評価するための簡

易で有用な主観的評価尺度になると判断された。

ヒアルロン酸(HA)摂取による膝の違和感緩和機能の検討(その１)
-膝の違和感等の軽症度膝障害に対する主観的評価法の妥当性検証-

A-1
杉山 喜一（北海道教育大学岩見沢校）

　800m選手の最大スピードとレースパターンを分析することにより，選手のタイプによるレースパターンの特徴を，最大スピードに対する

相対値を用いて明らかにすることを目的とした．21名の男子800m選手を対象に，最大スプリントスピード（Smax）の測定とレースパター

ンの分析を行った．スピード比（Smax/レース平均スピード）をスピードの指標，レースの前後半タイム差を持久力の指標とし，これらの関

係から選手をスピード型と持久型に分類した．レース中のスピード，ステップ頻度，ステップ長を，最大スプリントに対する相対値に換算し，

タイプ間で変化パターンや大きさを比較した．相対スピードは，スピード型ではスタートからフィニッシュにかけて漸減し，持久型では

300mから維持するようなパターンで変化し，大きさはレース全体を通して持久型の方が大きかった．また，相対ステップ頻度は300m以

降で持久型が有意に大きく，特に400～600mの変化パターンに両タイプの特徴がみられた．

800m走におけるスピード型と持久型選手のレースパターンの特徴
-膝全力に対するスピード、ステップ頻度、ステップ長に着目して-

A-4
菅原 遥（仙台大学大学院）

　中距離走には有酸素性能力と無酸素性能力の両方が必要であり、近年、この両者を高めるトレーニング手段として、低酸素環境下でのス

プリント･インターバル･トレーニング（SIT）が注目されている (Joke et al., 2013)。また、著者らは、自転車運動を用いたSITもまた、こ

の両者を高めやすい側面を有することを報告している（吉岡ほか、2011）。そこで本研究では、大学生中距離ランナー 13名に対し、一般

的準備期の最後の2週間に計6回の低酸素環境下におけるSITを処方し、その効果を検証した。その結果、最大酸素摂取量が68.6±4.5 

ml/kg/minから72.6±3.9 ml/kg/minに、漸増負荷テストにおける最高走速度が19.5 ±0.46 km/hから19.9±0.49 km/hに有意に

向上した。さらに、13名全員がトレーニング後3か月以内に自己最高記録を更新した。すなわち、800 mは1分55秒34±3秒73から1

分54秒26±3秒71（n=10）へ、1500 mは3分54秒12±4秒69から3分48秒53±3秒65（n=5）へ短縮した。

中距離選手を対象とした低酸素環境下におけるSITの効果
-自転車運動による短期間・高頻度での導入-

A-7
橋爪 暁弘(環太平洋大学)

　本研究では、腓腹筋に経皮的な電気刺激（EMS）を与えながら行う連続リバウンドジャンプ（RJ）トレーニングが80回連続RJパフォーマンス

にどのような影響を与えるかについて調査した。19名の男性がnon-EMS群とEMS群に分けられ、両脚RJトレーニングを4週間にわたり隔日で行っ

た（合計15回）。RJは1日10 回3セットから最終的には1日20回４セットまで漸増された。EMS群のみ両脚の腓腹筋にEMSが与えられ、その

強度は最大等尺性足底屈トルクの10%から20%まで漸増された。トレーニング後、80回連続RJ中におけるEMS群の平均跳躍高と酸素摂取量

は有意に増加し、その割合であるエネルギー効率は変化しなかった。一方、non-EMS群の平均跳躍高は変化せず、酸素摂取量は有意に増加した

ため、その効率は有意に低下した。EMS群は、80回連続RJ後半での跳躍高の低下と接地時間の増加の割合が小さく、80回連続RJ 終了5分後

の血中乳酸値の有意な増加もみられなかった。また、ジャンプを跳びやすく感じ、「弾む感じがした」「浮かんでいる感じがした」といった運動感覚

の変化もみられた。したがって、腓腹筋にEMSを与えながらの連続RJトレーニングは、持続的なジャンプパフォーマンスを高めることが示唆された。

腓腹筋に電気刺激を付加したジャンプトレーニングが
持続的なジャンプパフォーマンスへ及ぼす効果A-2

小木曽 一之（青山学院大学）

　本研究は、接地パターンの違いとジャンプ能力の関係を明らかにすることを目的とした。高校生男子長距離選手38名を対象に、シーズ

ンベスト記録（SB）の聞き取り、リバウンドジャンプ（RJ）、垂直跳（CMJ）および乳酸カーブテストを実施し、RJ index、CMJ跳躍高、

血中乳酸濃度2mmol/l相当の走速度（vLT）および4mmol/l相当の走速度（vOBLA）を算出した。乳酸カーブテスト時の映像から、後

足部接地（RFS）群と非後足部接地（NRFS）群の2群に分類し、対応のないt検定を用いて各項目の数値を比較した。また、SBと各項目

の関係をPearsonの積率相関係数を用いて検討した。有意水準はp<0.05とした。RJ indexのみNRFS群で有意に高値を示し（p<0.05）、

その他の項目には群間で有意差はなかった。また、全体およびNRFS群では1500mのSBとRJ indexに有意な相関関係が認められたが、

RFS群では有意な関係は認められなかった。接地パターンによってRJ能力に差があり、パフォーマンスを構成する各要素の割合が違う可

能性が示された。

高校生男子長距離選手における接地パターンによるジャンプ能力の違いA-6
後藤 晴彦（公益財団法人岐阜県スポーツ協会岐阜県スポーツ科学センター、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）

　コロナ禍が2021年も続いた。2020年と同様、市民マラソン大会の中止、延期、オンラインに変更も行われている。 2021 年の日本陸

連公認フルマラソン大会は、どういう対応をしたのか、それから、2020年の様子とはどう違うのか。世界のフルマラソン大会の動向を見つ

つ述べてみたい。

コロナ禍のもとでの日本陸連公認フルマラソン大会について２B-1
清水 泰生(同志社大学）

　【目的】 本研究は生理学的3要因から上り坂走パフォーマンスを説明する因子を検討することにより，上り坂走を得意とするランナーの

特徴を掴むことを目的とした．【方法】大学駅伝チームのランナー 10名を対象とした．1％および5％に設定したトレッドミル上で漸増負荷

試験を行い，LT, VO2maxならびに走の経済性を算出した．また，平均傾斜4.5％の舗装路にて8kmのタイムトライアルを行い，上り坂パ

フォーマンスとした．同時期に出場した5000mレースを平地パフォーマンスとした．【結果】大学駅伝チーム全員（22名）の5000ｍは生

理学的3要因で76.5％（p<0.05）説明できたが，本対象者10名に絞ると65.1％まで低下した．上り坂パフォーマンスは平地のLTとの間

に有意な負の相関関係が確認できたが，平地および上り坂の生理学的3要因で説明することはできなかった．一方，上り坂の生理学的3

要因にBla-peakを加えることにより，説明率が向上した．【結論】 平地におけるLTが高く，Bla-Peakが低い選手が上り坂において高い

パフォーマンスを示すことが示唆された．

生理学的3要因で上り坂走のパフォーマンスは説明できるか？A-5
小川 慶図（筑波大学大学院）

　【目的】本研究は、慢性足関節不安定症(CAI)を有する前足部接地(FFS)ランナーにおける走行立 脚相の下肢キネマティクスの特徴を明

らかにすることを目的とした.【方法】対象は CAI を有する FFS ランナー8 名(CAI 群)および健常 FFS ランナー8 名(CONT 群)と し，

下肢に反射マーカーを貼付した.フォースプレート内臓のトレッドミル上を 15km/h で走行し，三 次元動作解析装置で記録した.立脚相に

おける股関節，膝関節，足関節角度を算出し，時系列データを 群間比較した.【結果】CAI 群は CONT 群と比較して，立脚初期に膝関節内反，

足関節内がえし・外転角度が有意に増 加し，立脚相を通して股関節内転角度が有意に増加していた. 【考察】立脚初期の股関節内転，膝関

節内反，足関節内がえし角度の増加は lateral ankle sprain のリスク を高めるため，CAI を有する FFS ランナーは走行時に lateral 

ankle sprain が生じやすい肢位となっている 可能性がある.

慢性足関節不安定症を有する前足部接地ランナーにおける
走行立脚相の下肢キネマティクスA-3

山口 龍星（早稲田大学）
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　大阪府には43の基礎自治体（市町村）がある。大阪府内では大阪マラソン、泉州国際市民マラソンなどフルマラソンを含んだ大規模市

民マラソンが開催されている。しかし一方でランニング雑誌でランニング大会（いわゆる市民マラソン）が開催が確認できる大会と、居住、

または在勤の市民のみが参加できるが、ランニング雑誌などで広く参加を呼び掛けていない大会。さらに開催が確認されていない基礎自

治体もある。その現状を新型コロナ流行拡大以前の2019年を中心にして報告する。

大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況B-2
山中 鹿次

　１.はじめに　公立学校の学習内容は学習指導要領により定められており、その内容を学年ごとに身に付けていくことが必要となる。一方、特別支援学
校では障害の程度により、学習の積み重ねが困難なこともあり、学習指導要領に示された内容を発達年齢で取り組むことが困難なことも多い。特別支援
学校学習指導要領では小学部３段階、中学部２段階、高等部２段階が設定されているが、高等部２段階の学習内容に取り組むことができる生徒は少ない
のが現状である。２.研究方法　特別支援学校学習指導要領と小・中・高等学校学習指導要領の内容の整合性を取り、特別支援学校学習指導要領の内容
が通常の学校の学習指導要領のどの段階に該当するのかを明らかにし、その際の指導方法を用いて指導方法を改善する方策を探る。３.成果と課題　各
学校の学習指導要領を整理することで、特別支援学校学習指導要領に示される内容が通常の学校のいつ指導されるのかがおおむね把握できた。その際
の指導方法を取り入れることで走運動の効果的な指導ができると考える。一方、実際の指導場面を見る機会は極めて少なく、通常の学校と特別支援学校
で教授方法の共有をすることの課題を感じた。４.まとめ　心地よく一定の距離や時間を走るためには、その術を学習することが必要である。特別支援学
校では一定の距離や時間を走る学習が設定されることが多いが、児童・生徒にそのスキルを指導する場面は極めて少ない。今後、小・中学校等の教授方法
を共有することで、特別支援学校における走運動に対する指導方法が確立されると考える。｠

学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察B-3
佐藤 裕樹（東京都立王子特別支援学校）

　ここ数年、国内外の長距離マラソン種目の記録更新には目を見張るものがあり、この飛躍にはシューズメーカー各社の革新的な機能開発

が貢献しているといえる。その端緒となったのが、カーボンプレートをソール部に内蔵したソールの厚い形状（厚底タイプ）のシューズの登

場である。その後、国内外のスポーツメーカー各社も開発にしのぎを削り、様々なシューズが発表された。我々の研究室では、複数の厚底

タイプのシューズ着用時のランニングエコノミー（RE）を、従来型の薄底タイプのシューズ着用時と比較検討した。学生長距離ランナー、サ

ブ３レベルのトップ市民ランナーを対象に、同一相対速度における酸素摂取量、心拍数、血中乳酸濃度を測定した。その結果、カーボンプ

レート内蔵の厚底シューズの優位性が明らかとなった。本研究では、REの向上を基に、生理学的3要因を用いた走速度の予測式から近年

の記録更新に寄与したシューズの貢献について考えてみたい。

カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの
飛躍的改善とパフォーマンスB-6

鍋倉 賢治（筑波大学）

　本研究は、筋への電気刺激を付加した（EMS）ジャンプトレーニングが、陸上競技ハードル・短距離選手のパフォーマンスにもたらす効

果を明らかにすることを目的とした。女子大学陸上競技選手2名が研究に参加した。対象者は通常のトレーニングに加え、腓腹筋にEMS

を付加した連続リバウンドジャンプ（RJ）トレーニング、脚の切り返しトレーニング、臀部からハムストリングスにEMSを付加した連続ス

クワットジャンプ（SJ）トレーニングを実施した。トレーニングは約半年に渡り行った。結果として、対象者のトレーニング前後の競技記録、

RJ跳躍高、RJ指数は、それぞれ、K（100ｍＨ）が14.71から14.15、24.94㎝から34.94㎝、1.247から2.054、Y（200ｍ）は

25.68から25.06、32.46㎝から38.44㎝、1.997から2.34と向上した。以上の結果から、EMSを付加したジャンプトレーニングの効

果は有効であったと考えられる。

電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子
ハードル・短距離選手にもたらす効果B-4

中村 須晴（九州共立大学）

　陸上競技の中長距離走では、レースの直前(およそ3分前)の準備として全力の8-9割での短時間高強度走行 (流し)を数本取り入れる

場合がある。先行研究では、重り付きベスト着用状態でのスプリント(10秒，6回)により15分後のランニングエコノミー (RE)やパフォーマ

ンスが改善されたと報告されている。しかし、この方法をレースの直前に実施することは困難である。そのため本研究はスプリント介入とし

て100 mの流しを2回実施し、REに与える効果を検討した。

　被験者はランニング習慣のある男性4名とした。トレッドミル上で100 mの流しを2回実施しその前と15分後にREを測定し比較した。

また対象条件として流し介入を実施しない安静条件を設けた。その結果、流し介入によりREが平均0.76 %改善(4名中3名改善)し、安

静条件では1.57 %悪化(4名中2名悪化)した。このことから中長距離走の直前に100mの流しを2回実施することでREがわずかに改善

すると考えられる。

事前の短時間高強度走行がランナーの
ランニングエコノミーに与える効果の検討B-8

渡邊 宏太（筑波大学）

　学校体育における長い距離を走る運動にハートレートモニターを導入し、心拍数を走者に把握させる研究はこれまでにも見られた。これ

らの研究ではランニングの主体が「走っている自分」ではなく、視覚で捉えられた心拍数の変動になっている。すなわち、心拍数を手がかり

ではなく、基準としているのである。確かに、心拍数を基準とすることによって無理なランニングは抑制できる。しかしながら、心地よいリ

ズムで走ることが阻害される可能性も同時に生じてしまう。自分の走りの良し悪しの指標として順位やタイムを中心に据えていた児童にとっ

て、心拍数は新たな指標に成り得る。しかし、児童がそれをどのように捉えるのかは明らかにされていない。学校体育における長い距離を

走る運動に限らず、ランニング指導の場は正しい知識を与え、それを実行させるだけでなく、ランナー自らが課題を見出し、試行錯誤しな

がら解決していく過程をサポートをすることも重要な役割である。そこで、本研究では心拍数をランニングの手がかりとする考え方に立ち、

ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識を事例的に明らかにすることを目的とする。

ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告B-9
齋藤 祐一（環太平洋大学）

　近年の中高年者のランナーが増えている。通常トレーニングされているランナーでも加齢によりマラソン記録の低下が進んでいくが、加

齢に抗うように走力を維持・向上させているシニアランナーもみられるようになってきた。　近年70歳超のランナーがフルマラソン2時間

54分23秒を記録した報告があった（New Eng J Med 2019）。老齢にしては心肺能力が高いとはいえ、それでも最大酸素摂取量46.9 

mL/kg・min程度であり、若年者ではサブスリー達成には困難と思われる数値である。身体的特徴は身長、体重、BMIや体脂肪率のデー

タが記されているが体脂肪率19.1％とさほど低くない上に、それ以外に明らかでない。本研究は、走力を持っているシニアランナーにおい

て心肺能力や身体的及び行動の特徴があるのではないかと考え、その特徴について様々な項目について計測・調査した。現在得られた結

果は途中経過でもあるがその結果を紹介し、文献を交えた考察を加え発表する。

走力のあるシニアランナーの特徴を探るB-7
大川原 辰也　（北海道大学）

　本稿では、RFID技術を用いて長距離走における通過タイムを自動で測定、個人別のラップタイムを算出するシステムの開発について報

告する。本校の体育授業では400mトラックで長距離走を行い、ゴール地点で教員が通過タイムを読み上げ、学生が記入用紙に書き込ん

でいる。その用紙から１周のラップタイムが計算でき、適切なペースで長距離走が走れたのかどうかが判断できる。しかし、紙媒体のタイム

データでは全校の学生のラップタイムを計算するには非常に手間と時間がかかる。そこで、データの取得にはRFIDと呼ばれる、ICタグを

貼付した物品をリーダによって無線で識別するシステムを用いた。本稿では、ICタグを貼りつけたナンバーカードを学生の服の腰右側部に

安全ピンで付けて走り、ゴール地点で個人別の通過タイムをリーダによってタブレットパソコンのファイルに自動的に保存し、個人のラップ

タイムを計算することができた。

ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発B-5
犬塚 勝美（豊田工業高等専門学校）
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　大阪府には43の基礎自治体（市町村）がある。大阪府内では大阪マラソン、泉州国際市民マラソンなどフルマラソンを含んだ大規模市

民マラソンが開催されている。しかし一方でランニング雑誌でランニング大会（いわゆる市民マラソン）が開催が確認できる大会と、居住、

または在勤の市民のみが参加できるが、ランニング雑誌などで広く参加を呼び掛けていない大会。さらに開催が確認されていない基礎自

治体もある。その現状を新型コロナ流行拡大以前の2019年を中心にして報告する。

大阪府43市町村におけるランニング大会の開催状況B-2
山中 鹿次

　１.はじめに　公立学校の学習内容は学習指導要領により定められており、その内容を学年ごとに身に付けていくことが必要となる。一方、特別支援学
校では障害の程度により、学習の積み重ねが困難なこともあり、学習指導要領に示された内容を発達年齢で取り組むことが困難なことも多い。特別支援
学校学習指導要領では小学部３段階、中学部２段階、高等部２段階が設定されているが、高等部２段階の学習内容に取り組むことができる生徒は少ない
のが現状である。２.研究方法　特別支援学校学習指導要領と小・中・高等学校学習指導要領の内容の整合性を取り、特別支援学校学習指導要領の内容
が通常の学校の学習指導要領のどの段階に該当するのかを明らかにし、その際の指導方法を用いて指導方法を改善する方策を探る。３.成果と課題　各
学校の学習指導要領を整理することで、特別支援学校学習指導要領に示される内容が通常の学校のいつ指導されるのかがおおむね把握できた。その際
の指導方法を取り入れることで走運動の効果的な指導ができると考える。一方、実際の指導場面を見る機会は極めて少なく、通常の学校と特別支援学校
で教授方法の共有をすることの課題を感じた。４.まとめ　心地よく一定の距離や時間を走るためには、その術を学習することが必要である。特別支援学
校では一定の距離や時間を走る学習が設定されることが多いが、児童・生徒にそのスキルを指導する場面は極めて少ない。今後、小・中学校等の教授方法
を共有することで、特別支援学校における走運動に対する指導方法が確立されると考える。｠

学習指導要領に基づく走運動の系統的な指導についての一考察B-3
佐藤 裕樹（東京都立王子特別支援学校）

　ここ数年、国内外の長距離マラソン種目の記録更新には目を見張るものがあり、この飛躍にはシューズメーカー各社の革新的な機能開発

が貢献しているといえる。その端緒となったのが、カーボンプレートをソール部に内蔵したソールの厚い形状（厚底タイプ）のシューズの登

場である。その後、国内外のスポーツメーカー各社も開発にしのぎを削り、様々なシューズが発表された。我々の研究室では、複数の厚底

タイプのシューズ着用時のランニングエコノミー（RE）を、従来型の薄底タイプのシューズ着用時と比較検討した。学生長距離ランナー、サ

ブ３レベルのトップ市民ランナーを対象に、同一相対速度における酸素摂取量、心拍数、血中乳酸濃度を測定した。その結果、カーボンプ

レート内蔵の厚底シューズの優位性が明らかとなった。本研究では、REの向上を基に、生理学的3要因を用いた走速度の予測式から近年

の記録更新に寄与したシューズの貢献について考えてみたい。

カーボンプレート内蔵シューズによるランニングエコノミーの
飛躍的改善とパフォーマンスB-6

鍋倉 賢治（筑波大学）

　本研究は、筋への電気刺激を付加した（EMS）ジャンプトレーニングが、陸上競技ハードル・短距離選手のパフォーマンスにもたらす効

果を明らかにすることを目的とした。女子大学陸上競技選手2名が研究に参加した。対象者は通常のトレーニングに加え、腓腹筋にEMS

を付加した連続リバウンドジャンプ（RJ）トレーニング、脚の切り返しトレーニング、臀部からハムストリングスにEMSを付加した連続ス

クワットジャンプ（SJ）トレーニングを実施した。トレーニングは約半年に渡り行った。結果として、対象者のトレーニング前後の競技記録、

RJ跳躍高、RJ指数は、それぞれ、K（100ｍＨ）が14.71から14.15、24.94㎝から34.94㎝、1.247から2.054、Y（200ｍ）は

25.68から25.06、32.46㎝から38.44㎝、1.997から2.34と向上した。以上の結果から、EMSを付加したジャンプトレーニングの効

果は有効であったと考えられる。

電気刺激を付加したジャンプトレーニングが陸上競技女子
ハードル・短距離選手にもたらす効果B-4

中村 須晴（九州共立大学）

　陸上競技の中長距離走では、レースの直前(およそ3分前)の準備として全力の8-9割での短時間高強度走行 (流し)を数本取り入れる

場合がある。先行研究では、重り付きベスト着用状態でのスプリント(10秒，6回)により15分後のランニングエコノミー (RE)やパフォーマ

ンスが改善されたと報告されている。しかし、この方法をレースの直前に実施することは困難である。そのため本研究はスプリント介入とし

て100 mの流しを2回実施し、REに与える効果を検討した。

　被験者はランニング習慣のある男性4名とした。トレッドミル上で100 mの流しを2回実施しその前と15分後にREを測定し比較した。

また対象条件として流し介入を実施しない安静条件を設けた。その結果、流し介入によりREが平均0.76 %改善(4名中3名改善)し、安

静条件では1.57 %悪化(4名中2名悪化)した。このことから中長距離走の直前に100mの流しを2回実施することでREがわずかに改善

すると考えられる。

事前の短時間高強度走行がランナーの
ランニングエコノミーに与える効果の検討B-8

渡邊 宏太（筑波大学）

　学校体育における長い距離を走る運動にハートレートモニターを導入し、心拍数を走者に把握させる研究はこれまでにも見られた。これ

らの研究ではランニングの主体が「走っている自分」ではなく、視覚で捉えられた心拍数の変動になっている。すなわち、心拍数を手がかり

ではなく、基準としているのである。確かに、心拍数を基準とすることによって無理なランニングは抑制できる。しかしながら、心地よいリ

ズムで走ることが阻害される可能性も同時に生じてしまう。自分の走りの良し悪しの指標として順位やタイムを中心に据えていた児童にとっ

て、心拍数は新たな指標に成り得る。しかし、児童がそれをどのように捉えるのかは明らかにされていない。学校体育における長い距離を

走る運動に限らず、ランニング指導の場は正しい知識を与え、それを実行させるだけでなく、ランナー自らが課題を見出し、試行錯誤しな

がら解決していく過程をサポートをすることも重要な役割である。そこで、本研究では心拍数をランニングの手がかりとする考え方に立ち、

ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識を事例的に明らかにすることを目的とする。

ランニング中の心拍数測定に対する児童の意識に関する事例報告B-9
齋藤 祐一（環太平洋大学）

　近年の中高年者のランナーが増えている。通常トレーニングされているランナーでも加齢によりマラソン記録の低下が進んでいくが、加

齢に抗うように走力を維持・向上させているシニアランナーもみられるようになってきた。　近年70歳超のランナーがフルマラソン2時間

54分23秒を記録した報告があった（New Eng J Med 2019）。老齢にしては心肺能力が高いとはいえ、それでも最大酸素摂取量46.9 

mL/kg・min程度であり、若年者ではサブスリー達成には困難と思われる数値である。身体的特徴は身長、体重、BMIや体脂肪率のデー

タが記されているが体脂肪率19.1％とさほど低くない上に、それ以外に明らかでない。本研究は、走力を持っているシニアランナーにおい

て心肺能力や身体的及び行動の特徴があるのではないかと考え、その特徴について様々な項目について計測・調査した。現在得られた結

果は途中経過でもあるがその結果を紹介し、文献を交えた考察を加え発表する。

走力のあるシニアランナーの特徴を探るB-7
大川原 辰也　（北海道大学）

　本稿では、RFID技術を用いて長距離走における通過タイムを自動で測定、個人別のラップタイムを算出するシステムの開発について報

告する。本校の体育授業では400mトラックで長距離走を行い、ゴール地点で教員が通過タイムを読み上げ、学生が記入用紙に書き込ん

でいる。その用紙から１周のラップタイムが計算でき、適切なペースで長距離走が走れたのかどうかが判断できる。しかし、紙媒体のタイム

データでは全校の学生のラップタイムを計算するには非常に手間と時間がかかる。そこで、データの取得にはRFIDと呼ばれる、ICタグを

貼付した物品をリーダによって無線で識別するシステムを用いた。本稿では、ICタグを貼りつけたナンバーカードを学生の服の腰右側部に

安全ピンで付けて走り、ゴール地点で個人別の通過タイムをリーダによってタブレットパソコンのファイルに自動的に保存し、個人のラップ

タイムを計算することができた。

ＲＦＩＤを用いた長距離走通過タイム自動計測システムの開発B-5
犬塚 勝美（豊田工業高等専門学校）

28



　【背景】ランニングの実環境においてkinematics，kineticsデータを容易に取得可能な手段はなく，実環境における製品の効果検証はほとんど行

われていない． 【目的】本研究では，慣性センサユニットを用いた計測システムを活用することで，実環境におけるランニングシューズの効果を検証する． 

【方法】被験者はシリアスランナーとファンランナーを含む4名とした．着用シューズは，一般シューズ（ADIZERO SL20.3 M，ADIDAS社製），厚底

シューズ1（ADIZERO ADIOS PRO 2.0，ADIDAS社製），厚底シューズ2（Zoom X Vapor Fly Next% 2，NIKE社製）の3足とした．データ計測

には ORPHE ANALYTICS（ORPHE社製）を用いた．運動条件は，トレッドミル走行（時速10，13kmで2分間）と実環境走行（一定の努力度で

公園内1.5km）とした． 【結果】シューズによるkinematics，kineticsの変化について，トレッドミル走行においては被験者ごとに異なる傾向を示した．

実環境走行においては一定の傾向を示し，一般シューズと比較して厚底シューズ1,2で立脚時間が短縮し，走行速度やストライド長，地面反力鉛直成

分最大値（推定値）等が増加した．トレッドミル走行と実環境走行の結果に乖離があったことから，実環境におけるデータ取得の重要性が示唆された．

着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics，kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較-

B-10
大塚 直輝（株式会社ORPHE）

　競技力の向上には質の高いトレーニングの継続が必要不可欠であるが、トレーニングの内容に見合った食事や休養がなされない場合、心身の疲

労の蓄積や障害の発症など、不調の原因となり、競技力の向上どころか心身の健康を害し、場合によっては人生に悪影響が及ぶこともある。近年

では、女性アスリートの三主徴（利用可能エネルギー不足、無月経、骨粗鬆症）が問題になっている。しかし、女子長距離走選手の場合、不調は

30年以上前から懸念されているにも関わらず、今日まで状況は改善されず、また三主徴に加え、貧血症や摂食障害など、不調の実態はより深刻

になっているケースも少なくないと考えられる。学会プロジェクト「女性ランナーの諸問題」では、発育発達期から成人期までのトレーニングと食生活、

休養の状態と不調（三主徴と貧血症、摂食障害など）との関係について「長距離走選手」に特化した実態を把握し、トレーニングの現場に警鐘す

る必要性を認識している。本研究では、日本陸上競技連盟医事委員会と共同で、発育発達期から成人期までの選手が出場する都道府県対抗女子

駅伝出場選手（1チーム12人、47都道府県チーム）を対象に不調の実態を把握することを目的に調査を実施した。本発表では、その概要を報告する。

発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に-

B-12
河合 美香（龍谷大学）

　【背景・目的】運動強度は最大心拍数(%HRmax)や最大酸素摂取量(VO2max)などの指標を用いて決定するのが一般的である。本研

究では、代表的な有酸素運動であるランニングにおける乳酸カーブを作成し、運動後の血糖値と血中ケトン体(KB)値の推移に着目して乳

酸値を用いた運動強度の設定について検討した。【方法】日常的に中等度以上の運動をしている大学生12名を被験者とし、それぞれの被

験者に対して、異なる走行速度(低速と高速)、走行時間(29分間と58分間)及び走行なしの試験を別日程で行った。事前の乳酸カーブ測

定結果に基づき被験者毎の本試験での走行速度を設定し、走行前および走行開始後240分まで30分毎に計9回、血糖値とKB値を測

定した。【結果・考察】走行後のKB値は運動強度依存的に変化する傾向が見られた。また、血糖値は0時点と比較して、女性では高速走

行後30分で有意な上昇が見られ、男性でもその傾向が認められた。本結果から、乳酸値を基準とした運動条件の設定について更なる吟味

が必要であると考えられた。

乳酸値に基づいた運動強度設定の検討B-11
小林 桃子（東京理科大学大学院薬学研究科）

　近年、従来とは形状の異なるランニングシューズ（以後「厚底シューズ」と表記）の着用により、ロードレースでの記録が大幅に向上する

傾向にある。その要因について検討する場合、実験室内でのトレッドミル上を走行させることが多く、屋外でのフィールド実験は少ないと思

われる。そこで本研究では屋外での3km全力走の成績に厚底シューズ着用が及ぼす影響について検討することを目的とした。習慣的にラ

ンニングを行っている男子大学生7名を被験者として、約1週間の間隔を空けて、道路上で3km全力走を厚底シューズと従来型のシューズ

の2条件で行わせた。走行中には心拍数とモーションセンサー（CASIO社製）による走動作を測定し、走行後には血中乳酸濃度と走行中

の感覚を主観的に評価させた。その結果、3km走の記録は厚底シューズ条件で従来型シューズ条件に比べて平均で11秒速かった。本研究

では厚底シューズによる記録の短縮効果について、走動作と心拍数および血中乳酸濃度の面から検討を行う。

シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、
血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響B-14

三本木 温（山梨学院大学スポーツ科学部）

　中距離走パフォーマンス向上においては有酸素系トレーニングおよび無酸素系トレーニングの両者のバランスが重要だと考えられ、コー

チは選手のタイプや期分けされた時期の目的や目標にしたがってトレーニングのバランスや強度を考慮してプログラムを作成している。しか

しながら狙った試合での勝利や目標とする記録が達成される訳ではない。本研究では、大幅に自己記録を更新した選手１名および自己記録

を更新できなかった選手１名を対象に、期分けごとに生理学的能力とトレーニング強度の変化について縦断的に調査した。詳細な結果につ

いては、当日報告する。

大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションに
おけるトレーニング強度の縦断的調査B-13

西出 仁明（東海大学）

　2018年12月に茨城県で開催されたトレイルレースの参加者にアンケート調査を行ない、レースへの出場目的の違いとトレイルランニン

グ歴、トレーニング状況、ペース戦略の有無の相違について検討した。参加者の出場目的は、「楽しむことを優先（63.9 %）」、「練習の一環

として参加（22.7 %）」、「順位・記録への挑戦（10.7 %）」、「その他（2.7 %）」の割合であった。トレイルランニング歴には、出場目的の違

いによる差は認められなかったが、過去3か月のトレイルでの練習回数および走行距離、ペース戦略の有無には出場目的による差が認めら

れた（p < 0.05）。「楽しむことを優先」では、トレイルでの練習回数及び走行距離が「順位・記録への挑戦」よりも少なく、ペース戦略が

無と回答した者の割合は「順位・記録への挑戦」、「練習の一環として参加」よりも多くなった。楽しむことを優先にレースに参加している者は、

レース前の準備が不足している可能性が示唆された。

トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備についてB-16
中村 和照（中京大学）

　ランニング学会は、2014年にアミノバリューランニングクラブとしての活動を終了して以降、本学会の理念を共有するクラブを「学会公

認クラブ」と位置付けてその活動を支援してきた。本研究は、学会公認クラブの活動状況や運営の実情を把握し、とりわけアミノバリューラ

ンニングクラブから学会公認クラブへと形を変えて以降、クラブにどのような変化が生じているかについて明らかにすることを目的とし、学

会公認クラブへの定量的調査を実施した。その結果、半数のクラブで会員数は減少していたが、活動の内容や講義の実施、クラブの活動目

的や目標についてはアミノバリューランニングクラブ時と変わらないクラブが多いことが明らかになった。また、新たな課題が生じている一

方で、「自立したクラブ運営が可能になった」等メリットを感じているクラブもあった。調査結果の詳細については、当日報告する。

ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討B-17
菅谷 美沙都（上武大学）

　社会的にランニング愛好者が増える一方，学校体育におけるランニングの学習は不人気種目の代表格である。長距離走の授業で行われ

がちな速さや競争だけを目標とするのではなく，豊かなスポーツライフの実践を目指し，中学校2年生を対象に多様な楽しみ方から生徒が

選択して学習するランニングの授業を行った。記録更新を目指す「達成･競争コース」，自己のペースで走り切る「距離･時間克服コース」，歩

かずに走るなどの「ジョギングコース」，消費カロリーを意識して走る「健康コース」の4つの楽しみ方を示し，生徒がその楽しみ方を選択し，

取り組んだ本実践では，来年度もぜひ今回のランニングの授業をしたいという割合が86％に達した。その調査における自由記述の回答を

KH Coderによるテキストマイニング分析を実施し，検討した。

ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

B-15
髙田 由基（帝京科学大学）
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　【背景】ランニングの実環境においてkinematics，kineticsデータを容易に取得可能な手段はなく，実環境における製品の効果検証はほとんど行

われていない． 【目的】本研究では，慣性センサユニットを用いた計測システムを活用することで，実環境におけるランニングシューズの効果を検証する． 

【方法】被験者はシリアスランナーとファンランナーを含む4名とした．着用シューズは，一般シューズ（ADIZERO SL20.3 M，ADIDAS社製），厚底

シューズ1（ADIZERO ADIOS PRO 2.0，ADIDAS社製），厚底シューズ2（Zoom X Vapor Fly Next% 2，NIKE社製）の3足とした．データ計測

には ORPHE ANALYTICS（ORPHE社製）を用いた．運動条件は，トレッドミル走行（時速10，13kmで2分間）と実環境走行（一定の努力度で

公園内1.5km）とした． 【結果】シューズによるkinematics，kineticsの変化について，トレッドミル走行においては被験者ごとに異なる傾向を示した．

実環境走行においては一定の傾向を示し，一般シューズと比較して厚底シューズ1,2で立脚時間が短縮し，走行速度やストライド長，地面反力鉛直成

分最大値（推定値）等が増加した．トレッドミル走行と実環境走行の結果に乖離があったことから，実環境におけるデータ取得の重要性が示唆された．

着用シューズの違いが走行中の足部の kinematics，kinetics に及ぼす影響
-一般シューズと厚底シューズにおける実環境走行データの比較-

B-10
大塚 直輝（株式会社ORPHE）

　競技力の向上には質の高いトレーニングの継続が必要不可欠であるが、トレーニングの内容に見合った食事や休養がなされない場合、心身の疲

労の蓄積や障害の発症など、不調の原因となり、競技力の向上どころか心身の健康を害し、場合によっては人生に悪影響が及ぶこともある。近年

では、女性アスリートの三主徴（利用可能エネルギー不足、無月経、骨粗鬆症）が問題になっている。しかし、女子長距離走選手の場合、不調は

30年以上前から懸念されているにも関わらず、今日まで状況は改善されず、また三主徴に加え、貧血症や摂食障害など、不調の実態はより深刻

になっているケースも少なくないと考えられる。学会プロジェクト「女性ランナーの諸問題」では、発育発達期から成人期までのトレーニングと食生活、

休養の状態と不調（三主徴と貧血症、摂食障害など）との関係について「長距離走選手」に特化した実態を把握し、トレーニングの現場に警鐘す

る必要性を認識している。本研究では、日本陸上競技連盟医事委員会と共同で、発育発達期から成人期までの選手が出場する都道府県対抗女子

駅伝出場選手（1チーム12人、47都道府県チーム）を対象に不調の実態を把握することを目的に調査を実施した。本発表では、その概要を報告する。

発育発達期から成人期までの女性ランナーの不調の実態
-第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場選手を対象に-

B-12
河合 美香（龍谷大学）

　【背景・目的】運動強度は最大心拍数(%HRmax)や最大酸素摂取量(VO2max)などの指標を用いて決定するのが一般的である。本研

究では、代表的な有酸素運動であるランニングにおける乳酸カーブを作成し、運動後の血糖値と血中ケトン体(KB)値の推移に着目して乳

酸値を用いた運動強度の設定について検討した。【方法】日常的に中等度以上の運動をしている大学生12名を被験者とし、それぞれの被

験者に対して、異なる走行速度(低速と高速)、走行時間(29分間と58分間)及び走行なしの試験を別日程で行った。事前の乳酸カーブ測

定結果に基づき被験者毎の本試験での走行速度を設定し、走行前および走行開始後240分まで30分毎に計9回、血糖値とKB値を測

定した。【結果・考察】走行後のKB値は運動強度依存的に変化する傾向が見られた。また、血糖値は0時点と比較して、女性では高速走

行後30分で有意な上昇が見られ、男性でもその傾向が認められた。本結果から、乳酸値を基準とした運動条件の設定について更なる吟味

が必要であると考えられた。

乳酸値に基づいた運動強度設定の検討B-11
小林 桃子（東京理科大学大学院薬学研究科）

　近年、従来とは形状の異なるランニングシューズ（以後「厚底シューズ」と表記）の着用により、ロードレースでの記録が大幅に向上する

傾向にある。その要因について検討する場合、実験室内でのトレッドミル上を走行させることが多く、屋外でのフィールド実験は少ないと思

われる。そこで本研究では屋外での3km全力走の成績に厚底シューズ着用が及ぼす影響について検討することを目的とした。習慣的にラ

ンニングを行っている男子大学生7名を被験者として、約1週間の間隔を空けて、道路上で3km全力走を厚底シューズと従来型のシューズ

の2条件で行わせた。走行中には心拍数とモーションセンサー（CASIO社製）による走動作を測定し、走行後には血中乳酸濃度と走行中

の感覚を主観的に評価させた。その結果、3km走の記録は厚底シューズ条件で従来型シューズ条件に比べて平均で11秒速かった。本研究

では厚底シューズによる記録の短縮効果について、走動作と心拍数および血中乳酸濃度の面から検討を行う。

シューズ形状の違いが3km全力走における心拍数、
血中乳酸濃度および走動作に及ぼす影響B-14

三本木 温（山梨学院大学スポーツ科学部）

　中距離走パフォーマンス向上においては有酸素系トレーニングおよび無酸素系トレーニングの両者のバランスが重要だと考えられ、コー

チは選手のタイプや期分けされた時期の目的や目標にしたがってトレーニングのバランスや強度を考慮してプログラムを作成している。しか

しながら狙った試合での勝利や目標とする記録が達成される訳ではない。本研究では、大幅に自己記録を更新した選手１名および自己記録

を更新できなかった選手１名を対象に、期分けごとに生理学的能力とトレーニング強度の変化について縦断的に調査した。詳細な結果につ

いては、当日報告する。

大学中距離選手の生理学的能力とピリオダイゼーションに
おけるトレーニング強度の縦断的調査B-13

西出 仁明（東海大学）

　2018年12月に茨城県で開催されたトレイルレースの参加者にアンケート調査を行ない、レースへの出場目的の違いとトレイルランニン

グ歴、トレーニング状況、ペース戦略の有無の相違について検討した。参加者の出場目的は、「楽しむことを優先（63.9 %）」、「練習の一環

として参加（22.7 %）」、「順位・記録への挑戦（10.7 %）」、「その他（2.7 %）」の割合であった。トレイルランニング歴には、出場目的の違

いによる差は認められなかったが、過去3か月のトレイルでの練習回数および走行距離、ペース戦略の有無には出場目的による差が認めら

れた（p < 0.05）。「楽しむことを優先」では、トレイルでの練習回数及び走行距離が「順位・記録への挑戦」よりも少なく、ペース戦略が

無と回答した者の割合は「順位・記録への挑戦」、「練習の一環として参加」よりも多くなった。楽しむことを優先にレースに参加している者は、

レース前の準備が不足している可能性が示唆された。

トレイルランニングレース参加者の出場目的と事前準備についてB-16
中村 和照（中京大学）

　ランニング学会は、2014年にアミノバリューランニングクラブとしての活動を終了して以降、本学会の理念を共有するクラブを「学会公

認クラブ」と位置付けてその活動を支援してきた。本研究は、学会公認クラブの活動状況や運営の実情を把握し、とりわけアミノバリューラ

ンニングクラブから学会公認クラブへと形を変えて以降、クラブにどのような変化が生じているかについて明らかにすることを目的とし、学

会公認クラブへの定量的調査を実施した。その結果、半数のクラブで会員数は減少していたが、活動の内容や講義の実施、クラブの活動目

的や目標についてはアミノバリューランニングクラブ時と変わらないクラブが多いことが明らかになった。また、新たな課題が生じている一

方で、「自立したクラブ運営が可能になった」等メリットを感じているクラブもあった。調査結果の詳細については、当日報告する。

ランニング学会公認クラブの運営に関する縦断的検討B-17
菅谷 美沙都（上武大学）

　社会的にランニング愛好者が増える一方，学校体育におけるランニングの学習は不人気種目の代表格である。長距離走の授業で行われ

がちな速さや競争だけを目標とするのではなく，豊かなスポーツライフの実践を目指し，中学校2年生を対象に多様な楽しみ方から生徒が

選択して学習するランニングの授業を行った。記録更新を目指す「達成･競争コース」，自己のペースで走り切る「距離･時間克服コース」，歩

かずに走るなどの「ジョギングコース」，消費カロリーを意識して走る「健康コース」の4つの楽しみ方を示し，生徒がその楽しみ方を選択し，

取り組んだ本実践では，来年度もぜひ今回のランニングの授業をしたいという割合が86％に達した。その調査における自由記述の回答を

KH Coderによるテキストマイニング分析を実施し，検討した。

ランニングの多様な楽しみ方を生徒が選択し学習する授業の研究
-テキストマイニングによる自由記述の分析から-

B-15
髙田 由基（帝京科学大学）
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ランニング学会役員（2019・2020・2021年度）

顧 問

名誉顧問

会 長

副 会 長

理 事 長

副理事長

常務理事

理 事

山地　啓司　　山西　哲郎　　宇佐美彰朗　　久保田　競

小杉　　隆　　佐々木秀幸

フランク・ショーター　　ピーター・スネル　　マイケル・サンドロック

伊藤　静夫

佐藤　光子　　鍋倉　賢治

山内　　武

藤牧　利昭　　井筒　紫乃

河合　美香　　岡田　英孝　　吉岡　利貢　　得居　雅人

松生　香里　　三本木　温　　足立　哲司　　有吉　正博

豊岡　示朗
※常務理事会は会長、副会長、理事長、副理事長と、各委員会の委員長・副委員長、将
来構想部会理事の15名で構成

青野　　博　　桧垣　靖樹　　榎本　靖士　　丹治　史弥

鈴木　立紀　　山本　正彦　　岩山　海渡　　清水　泰生

高橋　早苗　　齋藤　祐一　　田中寿美子　　笠次　良爾

佐藤　善人　　三橋　敏武　　大崎　　栄　　前河　洋一
※理事会は会長以下31名で構成

大 会 長
実行委員長
実行委員

特別協賛

吉岡　利貢（環太平洋大学）

齋藤　祐一（環太平洋大学）

松生　香里（川崎医療福祉大学）　　保科　圭汰（環太平洋大学）

田中　耕作（環太平洋大学）　　

環太平洋大学

第34回ランニング学会大会実行委員
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第34回ランニング学会大会実行委員

ランニング学会 入会案内
あなたもランニング学会に入会しませんか？

◯本学会に入会を希望される方は、会則（ランニング学HPの会則を参照）に従って正会員の推薦
を受け（入会申し込みの際、氏名入力）、入会申請を行なってください。

◯なお、入会金 1,000 円、年会費 7,000 円（学生 5,000 円）を入会申請に沿ってお振
り込み（銀行振込：バンクチェック）頂きます。

〒564-8511 大阪府吹田市岸部南2-36-1
大阪学院大学経済学部 山内研究室
E-mail:office@e-running.net

ランニング学会HP 学会員マイページ

あなたのランニング（ウォーキング）ライフに新しい風を起こしてみませんか。
それがきっとあなたには追い風になって、より豊かなランニング（ウォーキング）ライフとなるでしょう。
健康的に、競技的・スピードに、ストレスに対するヒーリングとして、あるいは美容に、あなた自身
のランニング（ウォーキング）文化創造をお手伝いしたいと考えています。

ランニング学会は、どなたでも入会できます。
研究者、ランナー、ジョガー、ウォーカー、競技者、コーチ、
そして、これからやってみようかと思いのあなた、
さあ、いっしょにどうぞ！！
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ランニング学会は、研究と実践を通してランニングとウォーキングを
正しく普及・発展させようとする学会です。

お問い
合わせ
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最新の高地・低酸素
トレーニングのために

http://www.fujiika.com info�fujiika.com
富士医科産業株式会社 技術開発センター

〠277-0026 千葉県柏市大塚町4-14
Tel : 04-7160-2641 Fax : 04-7160-2644

スポーツ医科学機器メーカー／ Thermo Fisher質量分析計輸入代理店

ポータブル型の小型低酸素システムの取り扱いもございます。
詳細資料等お気軽にお問い合わせください。

スポーツ用人工環境制御室 特許取得製品

当社はスポーツ医科学試験研究用装置のメーカーと
して、低酸素環境下において運動時に排出される
二酸化炭素濃度の厳格な安全管理を行なっています。

Fuji人工環境制御室
低酸素トレーニングルーム

! "!! #$ %$
&% &"
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CARDIAC
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CARDIAC
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YouTube

https://youtu.be/6mAQFcCygZ8

大好評！　超お得な年会費7 ,800円

ランナーのためのサブスク「ランナーズ+メンバーズ」に入会いただくと、年会
費7,800円で「①本誌定期購読（自宅に毎月雑誌が届く）」「②過去11年分
の本誌記事が読み放題」「③毎週末開催のオンラインレース（TATTAサタ
デーラン）走り放題」「④ランネットチャンネル特別編が先行閲覧」が付きます。
※過去11年分の記事は電子版のみです（最新号は自宅に毎月届きます）。

最新号+過去11年分が読み放題！
メンバーズ「 」

《お申込みと詳細はこちら！》https://runnet.jp/runners/
株式会社アールビーズ　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-12 DT外苑 TEL.03-5771-7901

さらに…

◎会員それぞれの目標達成に向けた「課題（トレーニング）」や「ノウハウ」が、
　毎週専属コーチから送られてくる。
◎「目標達成チャレンジ」を実践した感想や疑問をチーム内の掲示板に
　書き込むことができる。

＋1000円で新　　　　　　　　 に入会できる‼「 」

ひとりで頑張るあなたを応援‼ 目標達成をとことんサポート！
２０２２年
４月～
第２弾
スタート！

サブフォーの会 ウルトラマラソンの会 ハーフマラソンの会 筋トレ＆ダイエットの会

歩かず完走の会サブスリーの会 ３３０の会（3時間30分切り）

松垣省吾コーチ
（MATSURUN代表・駿河台大学女子監督）

清本芳史コーチ
（100㎞世界選手権日本代表の医師）

宇野けんたろうコーチ
（芸人・実業団ランナー）

梅原望コーチ
（スポーツトレーナー・ウメジム代表）

岩山海渡コーチ
（天理大学講師）

松村拓希コーチ
（東京国際大学コーチ）

吉田香織コーチ
（現役マラソンランナー）

runners_plus_AD_2022.indd   1 2022/02/03   11:37
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ご協力・ご協賛いただきました企業団体

伊藤静夫

田中耕作

第34回ランニング学会大会事務局

〒709-0863

岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721　環太平洋大学インスパイア内

Tel：086-908-0200　　Email: run34ipu@gmail.com

https://www.e-running.net

2022年2月19日発行

発行者

編集者

発行所

第34回ランニング学会大会号

広　　告

製品展示

表紙デザイン

株式会社アールビーズ キッセイコムテック株式会社

クリヤマジャパン株式会社 アーカイブティップス株式会社

昭和電機株式会社 宮野医療機器株式会社

環太平洋大学 株式会社ベースボール・マガジン社

東洋メディック株式会社 富士医科産業株式会社　　　　　　

山下体育社

株式会社ホーマーイオン研究所　　

アーカイブティップス株式会社　

東洋メディック株式会社

大橋知創研究所　　　

田中理英（DTPデザイナー /Re.E）

ノーイン株式会社印　刷

39



ご協力・ご協賛いただきました企業団体

伊藤静夫

田中耕作

第34回ランニング学会大会事務局

〒709-0863

岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721　環太平洋大学インスパイア内

Tel：086-908-0200　　Email: run34ipu@gmail.com

https://www.e-running.net

2022年2月19日発行

発行者

編集者

発行所

第34回ランニング学会大会号

広　　告

製品展示

表紙デザイン

株式会社アールビーズ キッセイコムテック株式会社

クリヤマジャパン株式会社 アーカイブティップス株式会社

昭和電機株式会社 宮野医療機器株式会社

環太平洋大学 株式会社ベースボール・マガジン社

東洋メディック株式会社 富士医科産業株式会社　　　　　　

山下体育社

株式会社ホーマーイオン研究所　　

アーカイブティップス株式会社　

東洋メディック株式会社

大橋知創研究所　　　

田中理英（DTPデザイナー /Re.E）

ノーイン株式会社印　刷



Treadmetrix

 
 

 

  

 

O2 CO2  

 

ANT+  

( )OMNIA  

3.5  LCD 

/  174×111×64mm 900g 

 IP54 

 

 
 

 

 
 
 

COSMED Srl   
 

 
 

E-mail : kankyou@toyo-medic.co.jp 

WEB : http://www.toyo-medic.co.jp 

 

 
162-0813 2-13 

TEL 03-3513-7403  FAX:03-3268-0264 

TEL 03-3268-0021  

  

 

 

 
 

 

 

COSMED Srl  

 
 

 

 

 

 



Treadmetrix

 
 

 

  

 

O2 CO2  

 

ANT+  

( )OMNIA  

3.5  LCD 

/  174×111×64mm 900g 

 IP54 

 

 
 

 

 
 
 

COSMED Srl   
 

 
 

E-mail : kankyou@toyo-medic.co.jp 

WEB : http://www.toyo-medic.co.jp 

 

 
162-0813 2-13 

TEL 03-3513-7403  FAX:03-3268-0264 

TEL 03-3268-0021  

  

 

 

 
 

 

 

COSMED Srl  

 
 

 

 

 

 



第34回

ランニング学会大会

https://e-running.net/

The 34th Annual Meeting of The Society for Running
in 環太平洋大学

“中距離大国ニッポン”の
実現に向けて

4年後に責任を持つ大学


