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１．投稿資格について

　特に制限は設けない．

２．投稿内容および種類について

　投稿内容は陸上競技についての理論と実践

に関するもので，内容に応じて，総説，原著，

資料，指導法および指導記録の報告などに分類

される．スタイルは和文，英文のどちらでもよ

い．

　投稿論文には上記の投稿種別を明記し，英文

のタイトル，著者，所属，総説および原著には

要約（150 語以内）をつける．

（注：何らかの理由で英文要約等の作成が困難

な場合は，編集委員会にその旨をご相談くださ

い）

３．採否等について

　原稿は査読を行い ,査読結果をもとに採否お

よび掲載順序の決定，校正などは編集委員会が

行う．

４．原稿の書き方について　

　原稿は原則として，ワードプロセッサーで作

成する．本文は，横 42 文字×縦 38 字で 1頁と

する．（1頁は約1600字，刷り上がり10頁以内，

図表もその頁数に含む ,すべて白黒にて作成）

　英文は，A4 サイズタイプ用紙を使用し，15

枚以内を原則とする．

　計量単位は，原則として国際単位系（m，kg，

sec など）とする．

また，英文字および数字は半角とする．

５．文献の書き方について

　本文中の文献は，著者（発行年）という形式

で表記する．

　例）　田中（1996）は　------

　文献は，原則として，本文最後に著者名の

ABC 順で記載する．書誌データの記載方法は，

著者名（発行年），論文名，誌名，巻（号），ペー
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投稿規定

陸上競技研究紀要編集委員会

ジの順とする .

　例）吉原　礼，武田　理，小山宏之，阿江

通良 (2006)　女子棒高跳選手の跳躍動作 のバ

イオメカニクス的分析．陸上競技研究紀要，2：

58-64.

　伊藤　宏（1992)　陸上競技の発育・発達．

陸上競技指導教本―基礎理論編―． 日本陸上

競技連盟編，大修館書店，55-72．

　同一著者，同発行年の文献を複数引用した場

合は発行年の後に a,b,c　をつける．　

　例）　田中ら（1996 ｂ）は，――――

６．原稿の提出先

　投稿原稿（本文，図表など）は，下記へ

E-mail の添付資料として送付するとともに，

プリントしたもの 1部を郵送する .

〒 163-0717　

東京都新宿西新宿 2-7-1　

小田急第一生命ビル 17 階

日本陸上競技連盟

「陸上競技研究紀要」 編集委員会宛 

( Tel 03-5321-6580　Fax　03-5321-6591)

E-mail:　kiyou ＠ jaaf.or.jp

７．原稿の締め切り

　原稿の締め切りは特に設けず，随時受理し，

査読を行う．ただし、2015 年度版は，2016 年

1 月末日とする．

８．その他

本研究紀要に掲載された内容の著作権は公益

財団法人日本陸上競技連盟に帰属する．

（2015 年 12 月　改訂）
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Play and training environment experiences of international level athletes during childhood and 
adolescence
−Retrospective study of international level Japanese athletes−

Masashi Watanabe1)　　Yasunori Morioka2)　　Shizuo Ito2)　　Satoshi Miyake3)　　Susumu Shigeta4)

Mitsugi Ogata3)

1) College of Education, Ibaraki University
2) Japan Sports Association
3) Japan Association of Athletics Federations
4) Faculty of Education, Tokyo Gakugei University

Abstracts
 This study was conducted to elucidate childhood and adolescent play and training experiences of 
international level track and field athletes. We administered a questionnaire to 544 people who had 
participated in the Olympics, World Championships, Asian Games, or Asian Athletics Championships. 
We speci cally examined data of 296 respondents born in April 1958 or later. Athletes who replied “I 
played well” during elementary school were 87%. Sprinters, hurdlers, jumpers, throwers, and combined 
events players all reported high perceptions of sports competence. Middle-long distance runners and 
walkers reported “normal” performance, but the perceived competence of long distance ability was high. 
Most reasons to begin track and field competition were “recommendations from friends, parents or a 
teacher” during elementary school, “I was aware of the attractiveness of track and  eld” during junior 
high school and “Soliciting from a new coach” during high school. Few athletes were affected by injury. 
They had trained with kind and respectable coaches and good friends at good institutions. Moreover, 
emotional support from family played an important role in sports activities.

























A Study of the up-rise of the aerial movement in the pole vaulting

Katsuhiko Ikewada1)　　Kouichi Mizushima2)　　Susumu Shigeta2)

1) Tokyo Gakugei University Athletic Research Club
2) Tokyo Gakugei University

Abstracts
 A purpose of this study is to relate the term of gymnastics to the aerial movement of the pole vault. 
Then we considered the aerial movement of the pole vault from the viewpoint of the gymnastics. And 
we considered technique of peach basket 1/2 twist to handstand of parallel bars and similarity of the 
aerial movement of the pole vault. We picked up " rotary acceleration ", "increase of the shoulder angle 
" which was the term of parallel bars. In this study, the similarity between such elements as example " 
rotary acceleration " of parallel bars and swing of pole vault etc became clear by considering the aerial 
movement of the pole vault from the viewpoint of the gymnastics.

Key words Pole vault  Aerial movement  Gymnastics  Coaching Guide





注　サーカスも体操競技的な動作を含むため体操競技出身とした。
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０．体罰をどう理解しているのか？

１．体罰という事象を捉え直す：身体文化としての
体罰



２．体罰を許容する身体：痛みの意味



３．身体の変容から体罰問題に挑む道：体ほぐしの
運動の理念



４．「体罰」と呼ぶことをやめるとき

注及び引用・参考文献























































































[m/s] [m] [stes/s]
 10.65 2.15 4.95

 10.54 2.16 4.87
 9.48 2.06 4.61

 9.54 2.07 4.61
T. 11.82 2.43 4.85

A. 11.72 2.39 4.90
11.52 2.42 4.76
11.19 2.26 4.96

W. 10.39 2.47 4.20
U. 10.25 2.63 3.90

9.99 2.29 4.36
9.76 2.45 3.99

V. 10.43 2.29 4.55
L. 10.37 2.09 4.96

9.46 2.14 4.42
A. 9.42 2.36 4.00

8.51 2.08 4.09
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Vs=vs/t+vt/l+vl

Vs/t= tsinθt+ t(ltcosθt+lacos(θt+θa)) 

+ asin(θt+θa)+ a(lacos(θt+θa))  
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