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【報告】 

中学生陸上選手の栄養教育実施前後の 

食事摂取状況と体組成の変化 
 

宮地博子*1 尾田 敦*2 石川大瑛*2 

 

（2019 年 12 月 24 日受付，2020 年 2 月 5 日受理） 

 

要旨：中学生陸上競技選手 48 名を対象とした食事摂取状況調査及び身体組成計測結果から，栄養管理上の問題点を

明確にし，効果的な栄養サポートを実施するための基礎資料を得ることを目的とした．方法は，競技シーズンオフ時
（第 1 期調査）とシーズンイン時（第 2 期調査）に自記式の食事摂取状況調査及び体組成計測を実施し調査期間で比
較した．また第 1 期調査時のみ栄養教育も行った．その結果，意識して摂取している栄養では，男子選手のタンパク

質が有意に増加，カルシウムが有意に減少した（p<0.05）．体組成では短距離選手では男子選手と女子選手のどちらも
身長，タンパク質量，筋肉量，骨格筋量，除脂肪量が有意に増加，肥満度は有意に減少した（p<0.05）．短期間での体
組成結果の向上など，基礎資料としてのデータを収集できた．今後は選手や保護者に対する調査と栄養教育の検討が

必要であり，選手に対する栄養学的なアプローチについても，継続的な研究が必要である． 
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Ⅰ．はじめに     

 国際オリ ンピック 委 員会（ International Olympic 

Committee：IOC）が 2010 年に発表したスポーツ栄養に関

する合意声明で『食事は競技成績に大きく影響し，アスリ

ートは精神的，身体的能力を最大限に発揮するために練習

と試合の前，中，後に必要な栄養を摂るようにする．根拠

に基づいた食事の量，質，タイミングに関する指針は練習

効果を高めたり傷害の防止に役立つ．様々な食品から必要

なエネルギーを摂れば，練習や試合に必要な炭水化物，タ

ンパク質，脂質，そして微量栄養素が摂れる．正しい食事

によって，スポーツで勝つための望ましい体格や体組成が

得られる．』と発表し，スポーツ選手にとって食事は重要な

要因の一つであることが示された 1）． 

スポーツパフォーマンス向上のためには，選手の技術力

向上，身体成長，技術力に見合ったトレーニング，体力づ

くり，スポーツ内科疾患やスポーツ整形外科疾患などの怪

我防止などが不可欠であるとともに，好成績を生むために

は，技術力の向上とともに栄養管理及び教育が重要である． 

青森県ではスポーツ振興の指針として 2016 年度から

2021 年度までの 6 年間を計画期間として「青森県スポーツ

推進計画」が策定された 2）．その計画では目指すべき目標

のひとつとして「子どもから高齢者まで誰もがスポーツに

親しむとともに，全国大会などで活躍する選手やスポーツ
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活動を支える人財を多く輩出する」としている．また，2025

年に第 80 回国民スポーツ大会（現国民体育大会）を招致す

ることが内定し，2016 年 4 月 1 日より青森県教育庁スポー

ツ健康課と青森県体育協会を中心として各競技における競

技力向上対策がスタートした． 

競技力向上の目標として，「開催県としてふさわしい成

績の獲得」という方向性を定めて各競技団体が各年代の長

期・中期・短期の計画を作成し，低年齢層からの一貫した

指導体制により選手の育成・強化を進めている．しかし

2019 年の第 74 回茨城大会の結果は男子総合が 45 位，女子

総合が 37 位と青森県内選手のスポーツ競技力は決して高

いレベルにあるとはいえない．競技力向上に向けた取り組

みとして，ジュニア世代のスポーツ活動活性化や指導者の

育成・資質向上などが掲げられているが，食事や栄養につ

いては明言されていない 3）． 

青森県内でも特定の競技を対象に，栄養教育の実践や食

事摂取状況調査が行われており，吉岡ら 4）の高校クロスカ

ントリー選手を対象とした研究では，摂取エネルギーの顕

著な不足およびその摂取源となる穀類等の食品の確保が不

足していることが確認されたとし，食習慣においても欠食

の問題や食事改善に対する意識の低さを報告している．藤

田ら 5）の高校生陸上競技選手を対象とした研究では，成長

期で活動性が高いにも関わらず体重管理をしている選手が

多く，特に女子選手には食事制限をしている選手が半数以

上みられたと報告している．これらのことから，高校生ス

ポーツ選手の健康や栄養面に対する意識の低さがうかがえ

る．そのため食事や栄養についての教育は高校生以下の年

代から始めていかなければならない項目の一つではないか

と考える．しかし，成長期特有の栄養管理の難しさなどか

ら中学生を対象とした調査は限られている．競技レベルを
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向上させるためには，様々な年代の食事摂取状況を調査す

る必要があると考える． 

そこで，陸上競技は競技人口が比較的多いこと，“走る

run”は全てのスポーツ競技の基本であること，短距離・長

距離・跳躍・投擲といった異なる種目が混在していること

から，本研究では対象者を中学生陸上競技選手とし，栄養

管理上の問題点を明確にし，効果的な栄養サポートを実施

するための基礎資料を得ることを目的とした． 

本研究により，栄養教育実施前後での中学生陸上選手の

食事状態の調査および体組成の測定結果から，栄養管理上

の問題点を明確にし，栄養教育の必要性を見出すことがで

きれば，今後の技術力向上の一助としての栄養教育の視点

が明確になると考えられる． 

 

Ⅱ．方法 

1．対象者 

 弘前市内中学校（3 校）の陸上選手のうち，研究の主旨

を説明し，本人および保護者から同意が得られ，調査を全

て完了した選手を対象とした．調査は 3 校 48 名（男子 24

名，女子 24 名）が対象となった．また，本研究では短距離，

長距離，跳躍，投擲と 4 群で比較検討をするため，四種混

合種目の選手は除外した． 

対象者の調査終了時の基本属性を表 1 に示した．男子選

手の平均年齢は 13.3±0.6 歳（1 年 14 名，2 年 10 名），女子

選手は 13.1±0.8 歳（1 年 15 名，2 年 9 名）であった． 

 

 

表 1 対象者の基本属性（調査終了時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．用語の定義 

 短距離，長距離，跳躍，投擲の群分けは日本陸上競技連

盟公式サイト 陸上競技ガイド「ルール説明」6）に準じて短

距離は 100m 走選手，200m 走選手，400m 走選手，跳躍は

走幅跳選手，走高跳選手，棒高跳選手，投擲は砲丸投げ選

手と定義した． 

全日本中学校陸上競技選手権大会では 800m 走，1500m

走，3000m 走と中距離までが対象種目となるため，日本陸

上競技連盟が規定する長距離種目（5000m 以上）は中学生

の陸上種目にはない．そのため今回の研究ではスタンディ

ングスタートが用いられる 800m 以上の種目（800m 走，

1500m 走，3000m 走）を長距離と定義した． 

 

3．調査期間 

 競技シーズンオフとなる 2018年1月に，自記式調査票（記

名式）及び体組成計測，栄養教育を実施した（以下，第 1

期調査）．さらに競技シーズンイン直後の 2018 年 3 月に第

1 期調査を実施した対象者に再度自記式調査票（記名式）

及び体組成計測を実施した（以下，第 2 期調査）． 

時期は，陸上競技部監督に聞き取りを行い，競技シーズ

ン中は毎月試合等が行われているとのことを考慮し，第 1

期調査と第 2 期調査の時期を設定した． 

 

4．調査内容 

（1）自記式調査用紙（記名式） 

 自記式調査用紙は本研究のために作成した全 16 項目（女

子選手の 19 項目）からなる調査用紙を使用した．回答は選

択式とし，最近の 1 ヵ月の状況を回答してもらった． 

調査項目は，鈴木ら 7）や坂田ら 8）の先行研究を参考に，

対象者の年齢，競技歴，競技種目，練習時間，トレーニン

グ方法，食事摂取状況（食事意識，意識している項目，欠

食状況，意識にしている食品表示），生活習慣（睡眠時間，

ダイエット願望，ダイエット経験）についての項目を設定

した．欠食は国民健康・栄養調査の定義に準じ，「食事をし

なかった場合．錠剤などによる栄養素の補給，栄養ドリン

クのみの場合．菓子，果物，乳製品，嗜好飲料などの食品

のみの場合」と定義した．また，女子選手には月経の有無，

初経年齢，月経リズムについても調査した．  

調査用紙作成にあたり，対象者の負担にならないような

項目数と基礎資料を得られるように基本的な項目を設定す

ることに重点を置いた． 

 

（2）体組成計測 

計測には高精度体成分分析装置 InBody470（株式会社イ

ンボディ・ジャパン）を使用し，体重，肥満度，タンパク

質量，ミネラル量，体脂肪量，筋肉量，除脂肪量，骨格筋

量，体脂肪率を計測した．身長は超音波身長計  InLab（株

式会社インボディ・ジャパン）を使用して，体組成計測日

の身長を計測した． 

計測時の注意事項として，測定実施 4 時間前からの食事，

過度の運動，大量の水分摂取は結果に影響を及ぼす可能性

があるため，控えてもらうように予め説明をして計測を実

施した． 

 

（3）栄養教育 

第 1 期調査時に，運動選手が「何を，どのように食べれ

ばよいか」についての栄養教育を実施した．「主食は食事の

短距離(n=12) 長距離(n=7)  跳躍(n=3) 投擲(n=2)

身長 （cm） 166.0±5.2 160.8±8.7 161.4±14.3 166.4±4.0

体重 （kg） 51.9±4.7 44.9±6.2 41.9±6.0 66.2±5.2

BMI （kg/m²） 18.9±1.8 17.3±1.0 16.0±1.3 23.7±2.6

短距離(n=14) 長距離(n=1) 跳躍(n=4) 投擲(n=5)

身長 （cm） 159.3±5.4 148.2 159.8±4.1 158.0±2.2

体重 （kg） 47.6±4.2 41.8 46.3±2.0 52.1±3.8

BMI （kg/m²） 18.8±1.1 19 18.2±1.4 20.9±1.2

平均値±標準偏差

男子

女子
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中心となり，炭水化物（糖質）が多くエネルギー源となる．

主菜はメインのおかずとなり，タンパク質が豊富で体の組

織を作るための材料となる．副菜はビタミン・ミネラル・

食物繊維の供給源で，体の生理作用を調整し，各栄養素の

代謝を円滑にさせるはたらきがある．」といった内容を中心

とした食事の基本スタイルを説明した．それに加えて，カ

ルシウム給源食品と果物を摂取することより，カルシウ

ム・ビタミン C を補給できることを説明した．併せて，体

組成計測結果用紙の見方の説明を実施した．実施の際は，

食品サンプルや食品の写真を見せ，選手がイメージをしや

すいようにした． 

栄養教育は身体組成計測時と同日に行ったため，部活動

の時間を考慮し 15～20 分程と設定した．樋口らの「小・中

学生のスポーツ栄養ガイド」9）を参考に，本研究用に著者

がアレンジしたもので，パワーポイントによるプレゼンテ

ーションと配付資料により実施した． 

 

5．統計解析 

 統計解析には SPSS statistics 25 を使用し，有意水準は 5%

とした．分析方法として，栄養教育実施後の変化として第

1 期調査と第 2 期調査の調査期間で比較した． 

 

（1）自記式調査用紙（記名式） 

第 1 期調査と第 2 期調査の調査期間で，食事摂取状況（食

事意識）はχ2 検定，食事摂取状況（意識している項目，

欠食状況，意識している食品表示），生活習慣（睡眠時間，

ダイエット願望，ダイエット経験）は Mann-Whitney Test

を用いて検討した． 

また，Fujii ら 10）は BMI は体脂肪率の目安となり，初経

発来予測が可能と報告していることから，月経を迎えてい

る女子選手の BMI と初経年齢を Spearman の順位相関係数

を用いて検討した． 

 

（2）体組成計測 

 性別と競技種目ごとに群分けし，第 1 期調査と第 2 期調

査の調査期間で身長，体重，肥満度，タンパク質量，ミネ

ラル量，体脂肪量，筋肉量，除脂肪量，骨格筋量，体脂肪

率を対応のある t 定を用いて検討した． 

 

6．倫理的配慮 

 本研究は，弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会（整

理番号:2017-032），東北女子短期大学研究活動推進委員会

より承認され実施した． 

 

Ⅲ．結果 

1．自記式調査用紙 

（1）食習慣 

トレーニングに合わせた食事を意識しているかについ

ての，質問において，意識していると回答した男子選手は

第 1 期調査では 62.5%であったが，第 2 期調査では 79.2%

と増加し，意識していない選手が 16.7%減少していたが，

調査期間で有意な差は認められなかった（図 1）．女子選手

では第 1 期調査と第 2 期調査で変化はなく意識している選

手が 70.8%，意識していない選手が 29.2%であり，調査期

間で有意な差は認められなかった（図 2）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 トレーニングに合わせた食事意識（男子選手 n=24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 トレーニングに合わせた食事意識（女子選手 n=24） 

 

 

 食事を意識していると回答した選手に，どのようなこと

を意識しているか質問した結果，男子選手では「タンパク

質摂取」が第 1 期調査では 20.8%であったが，第 2 期調査

では 54.2%と有意な増加が認められ，「カルシウム摂取」は

37.5%から 33.3%に有意な減少が認められた（p<0.05）（図 3）．

女子選手も「タンパク質摂取」のみが 20.8%から 29.2%に

増加したが有意な差は認められなかった（図 4）． 

 食事の摂取状況は，朝食，昼食，夕食で第 1 期調査，第

2 期調査ともに「毎日食べない」という選手はいなかった．

第 1 期調査と第 2 期調査を比較して朝食を「毎日食べる」
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選手は 97.9%から 93.8%に減少，昼食を毎日食べる選手は

97.9%から 93.8%に減少，夕食を毎日食べる選手は 100.0%

から 95.8%に減少したが，調査期間では有意な差は認めら

れなかった（図 5）． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 意識している項目（男子選手 n=24，重複回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 意識している項目（女子選手 n=24，重複回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 食事の摂取状況（n=48） 

 

 

 食品をコンビニエンスストアやスーパーマーケットなど

で購入する際の参考として，必要だと思う栄養成分はどれ

かという質問では，「エネルギー」が第1期調査では 74.5%，

第 2 期調査では 70.8%と両調査期間で最も高い結果となっ

た．「タンパク質」は栄養教育実施後の第 2 期調査で 11.5%

増加した（図 6）．しかし，いずれも調査期間では有意な差

は認められなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 商品購入時に意識している栄養素 

（n=48，重複回答あり） 

 

（2）生活習慣 

 睡眠時間は，第 1 期調査と第 2 期調査どちらも「7 時間

以上 8 時間未満」が 42.6%，41.7%と最も高かった（図 7）．

調査期間では有意な差は認められなかった．10 代に必要な

睡眠時間である「6 時間以上 8 時間未満」を第 1 期調査で

78.7％，第 2 期調査で 77.1％の選手が確保できていた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 睡眠時間（n=48） 

 

 痩せたいと思ったことがあるかという質問は，「現在も思

っている」また「過去に思っていた」の両項目で増加した

（図 8）．ダイエット経験の有無についても，同様の結果を

示した（図 9）．ダイエット経験がある選手で最も強いダイ

エットの理由として，「競技力の向上のための減量」が第 1

期調査では 62.5%，第 2 期調査では 60.0%であった．ダイ

エット願望とダイエット経験の有無に関して，調査期間で

は有意な差は認められなかった． 

 

（3）月経 

 初経年齢は平均 11.4±0.8 歳であり，月経周期が正常は

12 名（57.1%）で，まだ初経を迎えていない生徒は 3 名で

あった．月経異常である頻発月経は 3 名（14.3%），稀発月

経は 5 名（23.8%），持続性無月経は 1 名（4.8%）であった． 

初経の年齢と BMI には有意な相関は認められなかった． 
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図 8 ダイエット願望（n=48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 ダイエット経験の有無 

（第 1 期調査 n=5，第 2 期調査 n=8） 

 

 

2．体組成計測 

（1）短距離選手の比較 

 男子選手の第 1 期調査時と第 2 期調査時の比較で身長，

タンパク質量，筋肉量，骨格筋量，除脂肪量に有意な増加

が認められた（p<0.05）．また，肥満度は有意な減少が認め

られた（p<0.05）． 

 女子選手の比較では，身長，体重，タンパク質量，筋肉

量，除脂肪量，骨格筋量で有意な増加が認められた（p<0.05）．

また，肥満度は有意な減少が認められた（p<0.05）（表 2）． 

 

表 2 短距離選手の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）長距離選手の比較 

 男子選手の第 1 期調査時と第 2 期調査時の比較で身長，

タンパク質量，筋肉量，骨格筋量，で有意な増加が認めら

れた（p<0.05）．また，体脂肪量，体脂肪率で有意な減少が

認められた（p<0.05）（表 3）．女子選手は対象者が 1 名の

みであったため，比較検討を行わなかった． 

 

表 3 長距離選手の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）跳躍選手の比較 

 男子選手の第 1 期調査時と第 2 期調査時の比較で身長の

み有意な増加が認められた（p<0.05），女子選手は肥満度の

みで有意な減少が認められた（表 4）． 

  

表 4 跳躍選手の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）投擲選手の比較 

 男子選手，女子選手ともに第 1 期調査時と第 2 期調査時

の比較で有意な差は認められなかった（表 5）． 

 

 表 5 投擲選手の結果 
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回
答
割
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男・短

　 第1期調査 　 第2期調査 p値 　 第1期調査 　 第2期調査 p値

身長(cm） 164.6±5.1 166.0±5.2 * 158.0±5.5 159.3±5.3 *

体重（kg） 51.6±5.0 51.9±4.7 n.s. 47.3±4.3 47.6±4.2 *

肥満度（％） 98.2±11.4 96.5±11.6 * 97.3±9.1 94.9±8.1 *

タンパク質（kg） 8.9±0.7 9.1±0.7 * 7.4±0.8 7.5±0.7 *

ミネラル量（kg） 3.1±0.2 3.2±0.2 n.s. 2.7±0.4 2.7±0.3 n.s.

体脂肪量（kg） 6.6±2.7 6.2±2.3 n.s. 9.8±3.4 9.6±3.0 n.s.

筋肉量（kg） 42.4±3.1 43.1±3.2 * 35.1±4.0 35.8±3.3 *

除脂肪量（kg） 45.0±3.3 45.7±3.4 * 37.4±4.3 38.1±3.5 *

骨格筋量（kg） 25.0±2.0 25.5±2.1 * 20.2±2.5 20.7±2.1 *

体脂肪率（kg） 12.6±4.5 11.7±3.8 n.s. 20.8±6.6 19.9±5.3 n.s.

男・長

男子選手（n=12） 女子選手（n=14）

*：p<0.05，n.s.: not significant  ，平均値±標準偏差

男・長

　 第1期調査 　 第2期調査 p値

身長（cm） 158.7±8.3 160.8±8.7 *

体重（kg） 44.5±6.8 44.9±6.2 n.s.

肥満度（％） 94.4±6.4 91.6±6.1 n.s.

タンパク質（kg） 7.6±1.2 7.9±1.1 *

ミネラル量（kg） 2.7±0.4 2.7±0.4 n.s.

体脂肪量（kg） 5.9±1.4 5.2±1.1 *

筋肉量（kg） 36.4±5.4 37.4±5.2 *

除脂肪量（kg） 38.6±5.7 29.5±10.7 n.s.

骨格筋量（kg） 21.0±3.4 21.7±3.4 *

体脂肪率（％） 13.1±1.8 11.5±2.1 *

男子選手（n=7）

*：p<0.05，n.s.: not significant  ，平均値±標準偏差

男・跳

　 第1期調査 　 第2期調査 p値 　 第1期調査 　 第2期調査 p値

身長（cm） 160.1±14.6 161.4±14.3 * 159.3±4.3 159.8±4.1 n.s.

体重（kg） 42.3±6.6 41.9±6.0 n.s. 46.3±1.8 46.3±2.0 n.s.

肥満度（％） 87.7±13.6 84.3±15.0 n.s. 92.8±11.8 91.6±11.1 *

タンパク質（kg） 7.4±1.7 7.4±1.4 n.s. 7.5±0.3 7.5±0.2 n.s.

ミネラル量（kg） 2.6±0.6 2.5±0.5 n.s. 2.7±0.1 2.7±1.0 n.s.

体脂肪量（kg） 5.1±2.4 4.7±2.2 n.s. 8.1±2.2 8.4±2.0 n.s.

筋肉量（kg） 35.1±8.3 35.1±7.1 n.s. 35.9±1.5 35.7±1.1 n.s.

除脂肪量（kg） 37.2±8.7 37.2±7.4 n.s. 38.2±1.6 37.9±1.2 n.s.

骨格筋量（kg） 20.1±5.2 20.2±4.5 n.s. 20.6±1.0 20.6±0.7 n.s.

体脂肪率（％） 12.9±7.6 11.7±6.3 n.s. 17.5±4.3 18.0±3.6 n.s.

男子選手（n=3） 女子選手（n=4）

*：p<0.05，n.s.: not significant  ，平均値±標準偏差

男・投

　 第1期調査 　 第2期調査 p値 　 第1期調査 　 第2期調査 p値

身長（cm） 164.5±5.5 166.4±4.0 n.s. 156.8±2.1 158.0±2.2 n.s.

体重（kg） 66.5±4.5 66.2±5.2 n.s. 51.7±3.9 52.1±3.8 n.s.

肥満度（％） 129.0±22.6 122.5±19.1 n.s. 110.0±6.5 108.3±5.2 n.s.

タンパク質（kg） 8.9±1.8 9.2±1.4 n.s. 7.3±0.5 7.3±0.6 n.s.

ミネラル量（kg） 3.2±0.6 3.4±0.4 n.s. 2.7±0.1 2.7±0.2 n.s.

体脂肪量（kg） 21.6±13.2 19.5±11.8 n.s. 14.8±1.8 14.8±1.3 n.s.

筋肉量（kg） 42.3±8.2 43.9±6.2 n.s. 34.6±2.3 35.1±2.7 n.s.

除脂肪量（kg） 45.0±8.7 46.8±6.6 n.s. 36.9±2.5 37.3±2.9 n.s.

骨格筋量（kg） 24.7±5.4 25.8±4.2 n.s. 20.0±1.4 20.2±1.7 n.s.

体脂肪率（kg） 31.8±17.7 28.8±15.5 n.s. 28.6±1.7 28.4±1.6 n.s.

n.s.: not significant  ，平均値±標準偏差

男子選手（n=2） 女子選手（n=5）
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Ⅳ．考察 

1．自記式調査用紙 

 食習慣において，トレーニングに合わせた食事を意識し

ているかについては，男子選手，女子選手ともに調査期間

で有意な差は認められなかった．女子選手は第 1 期調査時

点で意識している選手が，70%と高かったため調査期間で

変化がなかったのではないかと考えられる．しかし，食事

を意識していると回答した選手でタンパク質摂取を意識し

ている男子選手は有意に増加した．  

筋肉は運動などの強い刺激によって破壊されるが，運動

後に筋肉タンパク質合成に必要な栄養素を補給することで，

筋肉を増強することができる．タンパク質はエネルギー源

としての役割よりも，運動のための体づくりに必要な栄養

素の一つであるといえる．そのため，タンパク質摂取を意

識している選手の有意な増加は今後の選手の筋肉量増加に

良い影響を及ぼすことが推察される．本研究では，選手の

追跡調査は実施していないため，今後はその点も実施する

ことで，筋肉量の増加に実際に繋がっているのかの比較検

討ができるのではないかと考える． 

食事摂取状況は，朝食，昼食，夕食いずれも調査期間で

有意な差は認められなかったが，90%以上の選手が毎日摂

取をしていた．栁川ら 11）の研究では，朝食を毎日摂取し

ていた中学生は 85.2%で，先行研究と比較すると高い結果

であった．本研究の対象者のように運動している中学生は，

していない中学生よりも食事意識が高い傾向にある可能性

が示唆された． 

 睡眠時間は「健康づくりのための睡眠指針 2014 」12）に

よると10代は8時間以上，必要な睡眠時間は 6 時間以上 8 

時間未満が妥当であるとしている．本研究では，第 1 期調

査，第 2 期調査共に，「7 時間以上 8 時間未満」が最も高く，

指針が示す時間範囲内であった．しかし，指針以下の睡眠

時間の選手も本研究では 8.3%も存在した．Munezawa ら 13）

による睡眠に関する中高生を対象とした横断的調査で，就

床後に携帯電話を会話やメールのために使用する頻度が多

い者ほど，睡眠の問題を抱えている割合が高いことが示さ

たと報告している先行研究もあることから，今後は睡眠環

境も調査する必要があると考える． 

学校保健統計調査－平成 29 年度－14）によると，痩身傾

向児の出現率は増加傾向を示し，「健やか親子 21（第 2次）」

15）では児童・生徒における痩身傾向児の割合について最終

評価目標（平成 36 年度）を 1.0%と掲げている．思春期の

痩せ願望が問題になっているが，本研究でも，ダイエット

をしたいと「現在も思っている」また「過去に思っていた」

を合わせると 50%前後と半数を占めた．この結果が成長，

体組成結果や競技とどのように関係してくるのかについて

は長期的・継続的に調査・検討していく必要がある． 

 

2．体組成計測 

 学校保健統計調査－平成 29 年度－14）による中学生男子

の平均身長は 159.4cm，平均体重は 48.9kg，女子の平均身

長は 154.4cm，平均体重は 46.9kg である．本研究では男子

選手の身長平均が 164.0cm，平均体重が 49.8kg，女子選手

の身長平均が 158.7cm，平均体重が 47.9kg と学校保健統計

調査よりも高い結果となった．今回は運動部に所属してい

ない生徒の調査は設定できなかったため，今後は成長期，

思春期の運動の有無での体格差の比較検討も進めていくべ

きであると考える． 

第 1 期調査と第 2 期調査の調査期間の比較では，短距離

選手では男子選手と女子選手のどちらも身長，タンパク質

量，筋肉量，骨格筋量，除脂肪量に有意な増加が認められ，

肥満度は有意な減少が認められた（p<0.05）．女子短距離選

手では，体重も有意な増加が認められた（p<0.05）．長距離

選手では男子選手が身長，タンパク質量，筋肉量，骨格筋

量で有意な増加が認められた（p<0.05）．跳躍選手では男子

選手の身長で有意な増加が認められ，女子選手の肥満度に

有意な低下が認められた（p<0.05）．投擲選手は男子選手，

女子選手ともに有意な差は認められなかった．Edson ら 16）

の高校生を対象に，身体プログラム実施後の体組成変化を

調査した先行研究では，体脂肪量と体脂肪率が有意に減少

していた．Harris ら 17）の研究では運動介入を 3 ヵ月以上介

入し，さらに栄養教育を組み合わせることで体脂肪量が有

意に減少すると報告している．これらの先行研究は，栄養

教育の実施が有用であることを示唆している．本研究では

期間を 2 ヵ月空けて調査を実施したが，今後は長期的な介

入およびモニタリングを実施していくことが望ましいと考

える． 

本研究では，調査期間が 2 ヵ月と短期間であったにも関

わらず，体組成結果の向上など基礎資料としてのデータを

収集できた．しかし，食事摂取状況と体組成との関係，栄

養管理の問題抽出については今後の課題である．本研究に

おける有益な成果としては，短期間での体組成変化の結果

から，今回の調査および栄養教育が，少なからず中学生陸

上選手における栄養面への興味を高めることができたとい

える．また，対象となった選手たちは自ら摂取している栄

養について普段から多少気にはなっていたとしても，実際

には与えられた食事を食べるだけの日常がほとんどである

と考えられ，これまで栄養面の指導・教育を受ける機会が

なかったと思われる状況であり，本研究における調査が食

事や栄養の見直しと意識を変化させるいい契機になった可

能性があるともいえる． 

 

3．研究の限界と今後の課題，展望 

本研究では，対象者が少なかったため，目標としていた

競技種目別で比較検討を実施することができなかった．し

かし，第 1 期調査と第 2 期調査の 2 ヵ月の間でも，身長，
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体重，筋肉量，タンパク質量は増加し，体脂肪量，体脂肪

率は減少していた．この増減が， 2 ヵ月のトレーニングに

よるものなのか，食事（栄養）によるものなのかは，本研

究では言及できず今後の継続的な課題である．さらに，対

象者の年齢は第二次成長期に該当し、特に男子選手は「学

校保健統計調査—平成 30 年度（確定値）の結果の概要」18）

によると 11 歳時と 12 歳時が最大発育量を示したと報告が

あるため、その成長分が結果に影響を及ぼしたことも考え

られる． 

また対象者が増えることで，短距離選手，長距離選手，

投擲選手，跳躍選手間の体組成結果の比較検討，体組成結

果と食事摂取の比較検討を実施できるのではないかと考え

る．そのためには，対象者を増やすだけではなく，調査票

の精査も必要となる．本研究では調査項目数が多くならな

いように，調査票を独自で作成した．Kobayashi ら 19）20）

による先行研究によると，BDHQ（brief-type self-administered 

diet history questionnaire）を用いた食事摂取量の推定結果に

おいて妥当性が示されたと報告されている．また，BDHQ

を 中 高 生 用 に 改 編 し た BDHQ15y （ brief-type 

self-administered diet history questionnaire 15y）を用いた研究

においても，Okuda ら 21）は中学 2 年生を対象とした結果，

成人を対象とした場合と同じ程度の正確さで摂取量を推定

できると報告している．妥当性がある調査用紙を用いるこ

とで，食事摂取状況や栄養素摂取状況を推定できるだけで

なく，BDHQ15y を利用した先行研究結果と比較できるの

ではないかと考える． 

また，日本放送協会（NIPPON HOSO KYOKAI ：NHK）

が実施した食生活に関する世論調査 22）では食事作りの担

当者は妻（母親）が共働き世帯で 94%と大多数を占めるこ

とからも，中学生の食事を主に調理しているのは保護者（母

親）と推察される．そのため生徒自身が食事について意識

し改善しようと思っても，実際に行動に結びつけることが

難しい場合がある．そのため，今後は選手の保護者に対す

る意識調査を進めていく必要がある． 

さらに，本研究の結果が陸上競技選手以外にも当てはま

るのか，対象競技を変えての調査も必要になってくると考

える． 

 

 

Ⅴ．おわりに 

 本研究の調査により，男子選手でタンパク質を意識的に

摂取していること，2 ヵ月間で短距離選手における身長，

体重，タンパク質量，筋肉量，骨格筋量，除脂肪量の有意

な増加と肥満度の減少が確認された．このように短期間で

の体組成結果の向上など，基礎資料としてのデータを収集

できた．しかし，食事摂取状況と体組成との関係，栄養管

理の問題抽出については今後の課題である． 

本研究結果を基礎とし，選手に対する栄養学的なアプロ

ーチを実施するなど，継続的な研究が必要である． 
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Abstract: The purpose of this study was to clarify problems in nutrition management and obtain basic data for effective 

nutrition support, based on the results of a dietary intake survey and body composition measurements of 48 junior high school 

track and field athletes. The study compared the results of a self-recorded dietary intake survey and body composition 

measurements taken during off-season (first stage survey) and during in-season (second stage survey). Nutrition education was 

provided during the first stage survey only. As a result, conscious intake of nutrit ion led to a significant increase in protein 

intake and a significant decrease in calcium intake in male athletes (p<0.05). Changes in body composition showed a 

significant increase in height, protein, muscle mass, skeletal muscle mass and lean mass, and a significant decrease in obesity 

in both male and female short-distance athletes (p<0.05). It was possible to collect basic data, including the results of 

improved body composition, in a short period of time. In the future, it will be necessary to survey athletes and parents, to 

examine nutrition education, and to continuously research nutritional approaches for athletes. 
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