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300m 走における疾走動作，乳酸性能力に短距離種目の相違が及ぼす影響
―ショートスプリンターとロングスプリンターの比較から―
松本

宏二郎
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The effect of distance in sprint events on sprinting mechanics and lactic acid ability in
300m sprint
― Comparison between short sprinter and long sprinter ―
Kojiro Matsumoto
Abstract
In this study, we examined the effects of distance in sprint events on the speed change
pattern of 300m sprinting, the sprinting mechanics, and the status of increase in blood
lactate acid concentration. The purpose of this study was to comparing and contrasting
the short sprinters (SS) specialized in the 100m sprint and the long sprinters (LS)
specialized in the 400m sprint to obtain suggestions for 300m sprint training. As a result,
the following became clear.
1. In a 300m sprint, a high sprint speed from the first half 50m to the middle 150m is
effective for improving lactic acid energy and improving performance, based on the
pace distribution that can be completed to the end. This tendency was particularly
strong in some LS.
2. The SS who is unfamiliar with long sprints tends to control the speed by adjusting
the step frequency in the middle phase more strongly than the LS, and as a result,
it cannot exert the high sprinting speed in the middle stage, and this caused a large
decrease in sprinting speed.
3. The slowdown of the SS in the latter half of the phase was greater than that of the
LS because the pitch decreased due to the increase in the aerial time and the stride
length could not be obtained more than the LS. In the SS, the impulse in the vertical
direction increased due to the increase in the knee flexion during the supporting
phase in the latter half of the phase. It resulted in a longer aerial time. SS could not
acquire the stride length because they could not exert the acceleration impulse. In
the LS, I presumed that the large movement of the supporting leg hip joint during the
supporting phase acquired a large stride length while maintaining the step frequency. I
identified that it led to the maintenance of sprinting speed.
Key words: 300m sprint, Sprint speed pattern, Blood lactate acid, Bio mechanics.
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１．緒言

るにあたり重要な視点であり，トレーニン

陸上競技短距離走の公式種目は 100m，

グを考える上で十分な検討が必要であると

200m，400m であり，一般的に 100m 走は

いえる．しかしながら，SS と LS ともにト

ショートスプリント，400m 走はロングス

レーニングメニューとして 300m 走を用い

プリント，200m 走はミドルスプリントな

てはいるものの，目的や頻度が異なるため

どと呼称され，同じ短距離走として分類さ

種目間での特性が把握できていないのが現

れつつも，疾走距離の相違から運動時に必

状である．300m 走は公式種目として確立

要とされる筋収縮でのエネルギー供給機

されていないことに加え，400m 走のレー

構の傾向は異なる．100m 走および 200m

スにおける 300m 通過タイムの報告など部

走におい て は ATP-CP 系 お よ び 解糖 系，

分的な検討は行われつつも，300m 走その

400m 走においては解糖系と短期間の有酸

ものに対して着目した報告は少ない．また，

素系というように，トレーニング現場では

種目を分けずに行われた研究はみられる

生理学的な運動時エネルギー供給の観点か

が，短距離の中で種目を分類し比較した研

ら，最大スピード，スピード持久力，全身

究は見られない．パフォーマンスの向上や

持久力といった各体力要素の向上を図るこ

細やかなコーチングを行う上では，公式種

とが一般的であり，走運動の距離や時間お

目のレース分析や動作分析に限らず，日々

よび本数等を適切に組み合わせてトレーニ

のトレーニングにおいて活用している距離

ングメニューを構成している．こうしたト

の疾走パターン，疾走動作および体力的要

レーニング方法論の中で 300m 走トレーニ

因についても検討する必要がある．

ングは，基本的な運動時間が 40 秒以下で

本研究では，専門種目の相違が 300m 走

あることから，ATP-CP 系エネルギー供

の疾走速度変化パターンや，それに伴う疾

給のピ－クを通り過ぎ，解糖系エネルギー

走動作の変容，血中乳酸濃度の増加様態に

の供給が最も高くなる地点であることに加

与える影響について，100m 走を専門とす

え，有酸素エネルギー供給が発生する手前

る SS 群と 400m 走を専門とする LS 群を比

の距離であるため，400m 走におけるスピー

較して明らかにすることで，300m 走トレー

ド持久力養成の際にトレーニング手段とし

ニングへの示唆を得ることを目的とする．

て用いられる頻度が高い．また，100m 走
での疾走速度逓減率と股関節伸展筋力にお

２．方法

いて有意な正の相関関係が見られ，最大血

2-1

被験者

中乳酸濃度においては疾走速度逓減率およ

本研究における被験者は，体育大学陸上

び股関節伸展筋力の双方に有意な正の相関

競技部に所属し短距離走を専門種目とする

関係が見られた（持田ほか，1999）ことか

男子部員 16 名とし，専門種目毎に 100m

ら，ショートスプリントにおいても血中乳

走 選 手 8 名 を SS 群，400m 走 選 手 8 名 を

酸の産生能力の重要性が報告されており，

LS 群として分類した．表 1 は被験者の特

ロングスプリンター（以下 LS）に限らず，

性を示したものである．

ショートスプリンター（以下 SS）におい

表 1．被験者特性

てもロングスプリントトレーニングを用い
ている．このように，高いスピード持久力
が求められる 300m 走については，ロング
スプリントでのパフォーマンス向上を考え
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2-2

実験試技

社製，tc-Timingsystem）を 10m 間隔で設

図 1 は実験試技設定を示したものであ

置し固定した．また，試技後の血中乳酸濃

る．被験者には陸上競技場の直走路およ

度の増加様態について調べるため，被験者

び曲走路を含む走路 300m の距離を最大

の自己採血を行った．アルコール綿を用い

努 力 で 疾 走 さ せ た． そ の 際 245-255m 地

て手指採血部位である人差し指先の汚れや

点 に 4 台 の フ ォ ー ス プ レ ー ト（kistler 社

汗を拭きとり，拭き取り紙を用いて乾燥さ

製，9287CA）を設置し疾走中に接地させ

せ，採血器具 BD セーフティランセット（BD

た．試技後 3-4 分間にラクテート分析装置，

Microtainer 社製）を用いて指先を穿刺し，

ラ ク テ ー ト・ プ ロ 2（arkray 社 製，LT-

第一血液および組織液や汗を拭き取り紙で

1730）を用いて血中乳酸濃度を測定し，そ

拭き取ったのち，第二血液を採取し血中乳

の後は値が減少するまで 2 分おきに測定し

酸濃度測定に用いた．

た．
2-4
2-4-1

デ－タ処理
レース分析

デジタルビデオカメラによって撮影した
映像から，50m 毎に設置したマーカーを基
準にコマを読み取ることによって，0-50m
区 間，50-100m 区 間，100-150m 区 間，
150-200 区 間，200-250m 区 間，250-300m
区間のタイムを算出し，各区間の距離を区
間タイムで除すことにより区間速度を算出

図 1．実験試技設定

し，区間速度内で最高速度を記録した 502-3

データ収集

100m 区間を基準に，各区間速度で除すこ

2 台のハイスピードカメラ（ロジカルプ

とによって相対速度を算出した．
2-4-2

ロダクト社製，GC-LJ20B，撮影スピード

血中乳酸濃度

毎秒 240 コマ）をスタート地点から直線

試技後 3-4 分間に 1 度，その後は値が減

45-55m 地点および直線 245-255m 地点が

少するまで採血を行う．採取した検体から

撮影できるよう側方に設置し，1 台を疾走

ラクテート分析装置，ラクテート・プロ 2

タイム測定用にスタートの号砲とゴール時

によって測定した血中乳酸濃度を基に統計

の胴体が判定できる位置に設置した．45-

処理を行った．

55m 地点 で は 50m の 地 点 を 中 心 とし て，

2-4-3

前後 3.5m の距離を映すように設置した．

動作分析

撮影した VTR 画像から，被験者の身体

245-255m 地点においては，スタート地点

分析点 23 点と 50m および 250m 地点の前

か ら 245-255m の 距 離 に 設 置 し た 4 台 の

後 7m 地点に設置にした較正マーカーを，

フォースプレート（kistler 社製，9287CA）

VTR 動作分析システム（Frame-DIAS V，

を中心として，前後 3.5m の距離を映すよ

DKH 社製）を用いて 2 コマごとにデジタ

うに設置した．3 台のハイスピードカメラ

イズした．得られた座標値は，バタワース

はともにシャッタースピード 1/1000 秒で

型デジタルフィルタを用いて平滑化した．

撮影した．また試技速度の目安として撮影
距離を挟むよう走路の端に光電管（Brower
115

松本

2-5

宏二郎

局面定義

することにより，規格化地面反力（NGRF）

図 2 は本研究での動作時点および局面定

を算出した．水平方向では地面反力（GRF），

義について示したものである．本研究では

鉛直方向では規格化地面反力に関して，そ

疾走中の接地と離地を基準とし，接地期と

れぞれ各局面の平均力，力積，最大値を算

滞空期を 1 サイクルとして定義した．

出した．
⑦最大血中乳酸濃度
ラクテート分析装置，ラクテート・プロ
2 に使用した電極，ラクテート・プロ 2 セ
ンサーを用い測定した血中乳酸濃度を算出
した．測定時間は 15 秒，測定範囲は 0.5 〜

図 2．疾走局面定義

25.00mmol/L であった．

2-6

2-7

算出項目

①身体重心速度

統計処理

各算出項目の群間の差の検定には，対応

平滑化した身体分析点の座標データか

のない t 検定を用いた．また，相関分析には，

ら，阿江（1996）の身体分析慣性係数を用

ピアソンの積率相関係数を用いた．いずれ

いて身体部分および全身の重心座標を算出

も有意水準は 5% 未満，t 検定の有意傾向

した．また，身体重心座標を時間微分する

は 10% 未満とした．

ことによって身体重心速度を算出した．1
サイクルの身体重心速度を平均することに

３．結果および考察

より，身体重心平均速度を算出した．

１）300m 疾走中の速度変化パターンと種
目特性

②接地時間
高速度カメラで撮影した VTR 画像から，

本研究において，300m 疾走タイムは SS

各歩の接地と離地のコマを読み取ることに

群 35.51 ± 0.42sec，LS 群 34.81 ± 0.88sec

よって，接地時間を算出した．

と LS 群 の 方 が SS 群 よ り も 短 い 傾 向

③ピッチ

（p=0.06）がみられ，最高疾走速度は両群

接地から次の接地までに要した時間の逆

ともに 50-100m 区間において到達してお

数をピッチとした．

り，その疾走速度には差がみられなかった

④ストライド

が，スタートから 50m 毎の平均相対疾走

接地した足と次の接地した歩の水平座標

速度においては 100-150m 区間，200-250m

の差を算出し，前の接地から次の接地まで

区間，250-300m 区間で SS 群の疾走速度が

の差をストライドとした．

有意に減少（図 3）していることから，中

⑤関節角度

盤から後半にかけての疾走速度の減少量が

大腿と体幹の両ベクトルがなす角度を股

300m 走のタイムに影響を及ぼしていると

関節角度，下腿と大腿の両ベクトルがなす

言える．試技後の最大血中乳酸濃度は SS

角度を膝関節角度，下腿と足部の両ベクト

群よりも LS 群の値が有意に高い値を示し

ルがなす角度を足関節角度とした．

た（図 4）．種目間で最大血中乳酸濃度に

⑥地面反力（水平方向，鉛直方向）

差が表れたことに関しては，専門とする走

鉛直方向の地面反力に関して，身体質量

距離の相違による種目特性が表れていると

に重力加速度を乗じたもので地面反力を除

考えられる．300m 疾走後の最大血中乳酸
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5），特に SS 群では 100-150m 区間，LS 群
では 50-100m 区間において高い正の相関
がみられた．SS 群では，中盤にかけて高
い疾走速度を維持できていた者，比較的乳
酸性能力に優れていた LS 群では，前半か
ら高い疾走速度を発揮していた者がそれぞ
れ高い乳酸性エネルギーを発揮していると
いった特性がみられた．

図 3．各区間の相対疾走速度

生理的要因以外では，各区間のピッチ
およびその増減率においても特徴がみられ
た．
150-200m 区間における平均ピッチの増
減率（図 6）が LS 群よりも SS 群の方が有
意に低く，同区間での疾走速度差が少なく
なっていた．LS 群のピッチは最大値の出
現後なだらかに低下するのに対し，SS 群
のピッチは 100-150m 区間において大きく
減少した後，150-200m 区間でピッチを維

図 4．最大血中乳酸濃度

持するようなパターンを示しており，150200m 区間での疾走速度の低下を抑えられ
てはいたものの，その後は大きくピッチが
減少し，疾走速度も有意に減少していた．
したがって，本実験において SS 群はピッ
チの調節によって疾走速度をコントロール
する傾向が LS 群よりも強くみられたとい
える．短距離走における後半局面の疾走速
度低下要因は主にピッチの低下であり（安
井ほか，1998，遠藤ほか，2008），ロング
スプリントにおいては後半の失速を抑える
ためのレースパターンやピッチの持続力も
重要である（前河ほか，1998，安井ほか，
1998，尾縣ほか，2000）．これらのことか
ら，SS 群は速度低下要因であるピッチの
低下を抑えるために，150-200m 区間にお
いてピッチを維持するような疾走パターン
を行った結果，後半の大きな疾走速度低下

図 5．疾走速度と血中乳酸濃度との相関関係

を引き起こしたと考えられる．

濃度と各区間の疾走速度には，50-100m 区
間と 100-150m 区間で正の相関がみられ（図
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半局面における支持期の支持脚膝関節屈曲
変位量が有意に大きく（図 9），鉛直方向
の力積が大きい傾向がみられた ( 図 10) こ
とが関係していると考えられる．平均スト
ライド長に関しては各区間で有意差はみら
れなかったものの，中盤から後半局面にか
けて LS 群の方が SS 群よりもストライド
が大きかった．一般的に，滞空時間が長け

図 6．前区間との平均ピッチ増減率

ればその分ストライド長も増加するが，後
半局面 250m 付近において，SS 群は LS 群

２）速度低下に影響を及ぼす動作要因
各区間の平均ピッチに有意な差はみら

と比べて加速力積が有意に小さいことか

れなかったものの，100m 以降の中盤から

ら（図 12），前方への推進力を発揮できず

後 半 に か け て LS 群 の 値 が 高 い 傾 向 が み

間延びしたような動きとなり，滞空時間を

られた．このとき，SS 群の方が後半局面

獲得しつつも滞空期でのストライド長の獲

250m 付近の滞空時間が有意に長く（図 7），

得にはつながらなかったと考えられる．ま

250-300m 区間の平均ピッチとの間に高い

た，後半局面 250m 付近における支持期の

負の相関がみられたことから（図 8），滞

支持脚股関節伸展変位量は LS 群の方が SS

空時間の長さが後半にかけてのピッチの減

群よりも有意に大きく（図 13），接地時間

少に影響を及ぼしていると推察される．SS

に有意な差がみられなかったことから（図

群における滞空時間の増加要因として，後

14），LS 群は支持期での大きなストライド
長を獲得したと推察される．

図 7．後半局面 250m 付近における滞空時間
図 9．後半 250m 付近の支持期における支持脚膝関節屈曲
変位量

図 8．後半局面 250m 付近における滞空時間と 250-300m
区間ピッチとの相関関係
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図 10．後半 250m 付近における鉛直方向力積

図 13．後半 250m 付近の支持期における支持脚股関節伸
展変位量

図 11．各区間における平均ストライド長

図 14．後半局面 250m における接地時間

４．結言
本研究では，専門種目の相違が 300m 走
の疾走速度変化パターンや，それに伴う疾
走動作の変容，血中乳酸濃度の増加様態に
与える影響について，100m 走を専門とす
る SS 群と 400m 走を専門とする LS 群を比
較して明らかにすることで，300m 走トレー
ニングへの示唆を得ることを目的とした．

図 12．後半局面 250m 局面における加速力積

本研究の結果と考察から以下のことが明ら
かになった．
１．300m 疾走では最後まで走り切れるペー
ス配分を基準に，前半 50m から中盤
150m にかけて高い疾走速度を発揮す
ることが乳酸性エネルギーの発揮やパ
フォーマンスの向上に効果的であり，
普段からロングスプリントトレーニン
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グを行っている LS 群はその傾向が強

うな意識付けをさせることが重要であろ

くみられた．

う．LS 群に対しては，前半局面において

２．ロングスプリントに不慣れな SS 群は，

より高い疾走速度を発揮するような疾走パ

中盤局面においてピッチの調整によっ

ターンを意識付けさせる，といったアプ

てスピードをコントロールする傾向が

ローチが考えられる．本研究では短距離種

LS 群よりも強くみられ，それに伴っ
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