順天堂スポーツ健康科学研究

86

〈原

第 6 巻第 2 号（通巻67号），86～95 (2015)

著〉

マット運動における「ホップ」の練習方法に関する一考察
中西

一弘・加納

實


A study of the practice methods of the ``hurdle'' on ‰oor exercise
Kazuhiro NAKANISHIand Minoru KANO
Abstract
On ‰oor exercises, the ``hurdle'' connects running and tumbling. It is very important for handspring
and cartwheel type elements.
The purpose of this study was to try some diŠerent drills in order to learn a ``hurdle'' connected to a
cartwheel. The cartwheel was chosen because it is the easiest possible skill following a hurdle.
Seven female university students were chosen as subjects.
As to progressions to learn the hurdle, the approach included galloping, throwing a ball, and so on. The
subjects were taught step by step.
As a result, seven subjects learned to hurdle from a run, connected to a cartwheel.
One of the main points of this study was practicing the hurdle as a main focus in conjunction with relatively easier skills and movements such as; cartwheels and throwing a ball. Also, we attempted to obtain
the proper form of the hurdle through repeating correct positions by innovating the sub drills, for example
sideway gallops and skips.
As a result, we concluded it was necessary to take steps in hurdle drills in order to achieve proper form.
Key words: hurdle, practice methods, skill, drill
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はじめに

い｣19)とされている．
中村らの実験では，「前方倒立回転とび」の練習

. 問題の所在

において「ホップ」と接続する方法を紹介15)してい

本研究のテーマである「ホップ」に関して「体操

る．そこでは「とび箱上」からマットへ着地する落

辞典」
では
「片足を前に振り上げながらとび上がり，

差を利用しながらの「前方倒立回転とび」を練習し，

踏み切った足で着地する運動．いわゆる片足とび．

そのあと「ホップ」を「前方倒立回転とび」の前に

前転とび（前方倒立回転とびの意，学習指導要領で

付け加え，さらに，助走のスピードを利用し習得し

は「前方倒立回転跳び」と表記しているが，以下本

ていく方法を試みている．すなわち，この方法では

文では原則として「前方倒立回転とび」と表記する

「ホップ」を接続する段階では，未完成な「その場

こととする）やロンダートの前に回転力をつけるた

からの前方倒立回転とび」へ新たな課題である「ホ

めに，両手を振り上げながらおこなわれることが多

ップ」を接続しなければならない．金子も，ほぼ同
様の方法4)を紹介しているように，この練習方法は
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一般的によく行われていると考えられるが，この未
完成な技に，新たな課題である「ホップ」を唐突に
接続させる困難さによって，学習者は往々にしてつ
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まずいてしまう．しかし，多くの指導者はこのこと

期の豊かな運動経験の重要性に対しての理解を促し

を深く考えずに指導に当たっているように見受けら

ている．この頃の遊びの中での豊かな運動経験は，

れる．

その後のいろいろな運動の習得につながる経験と考

器械運動の指導上の問題性に関して，岡端17) は

えられる．中でも「ジャンプ」「ケンケン」「ギャロ

「できる・できないがはっきりしており，それゆえ

ップ」
「スキップ」など，幼児期に経験した運動は，

できない生徒に対していかに興味をもたせるかとい

児童期以降に「ホップ」を練習するとき，そのリズ

う動機づけの方法が問われる」としている．一方，

ムやステップがキネステーゼアナロゴン（類似した

山下21)は「できるできないがはっきりしており，で

運動経験）として機能し，習得につながるものと考

きるようになれば楽しさを味わうことができるが，

えられる．

努力してもできないと嫌いになってしまう」と指摘

また，小学校では，2008年文部科学省「小学校学

している．そこで，器械運動を嫌いにさせないため

習指導要領解説保健体育編｣11) にあるように，段階

には，できる経験を重ねることが大切なこととな

的に運動課題が設定されている．マット運動では，

る．上達すれば運動が好きになるし，指導者もまた

1 ～ 2 年生で「手で体を支えての体の保持や回転」

そうなって欲しいと願って指導にあたっている．こ

「支持での川跳び」， 3 ～ 4 年生で「腕立て横跳び越

のように，器械運動では失敗の連続から偶発的成功

し」から「側方倒立回転」に発展， 5 ～ 6 年生の内

を経験する学習者が多い一方で「やってみたらすぐ

容では，「ロンダート」が「側方倒立回転」の更な

できた」という経験をする場合がある．金子はこの

る発展技として挙げられている（表 1 ）．金子はホ

ような「即座習得｣7) について「それに至るまでの

ップに関して「前転とびにとってこのホップ技術は

運動感覚能力の発達がその前提になっている」とし

不可欠なもの｣4)とし，「前進力を殺さないで，次の

た上で，「 1 歳から 5 歳児の幼児期には，急速に多

着手局面に有効に入る技術が要求される｣5) として

様な運動形態が獲得される｣6)と指摘している．

いる．すなわち，「ホップ」の技術が不十分なまま

一方，文部科学省スポーツ・青少年局は，幼児の
保育者・保護者に向け「多様な動きが経験できるよ
うに様々な遊びを取り入れること」を提唱14)，幼児

で「前方倒立回転とび」や「ロンダート」を練習し
ても，習得することは極めて困難なものとなる．
一方，「ホップ」の習得に焦点を当ててみると

表 1 「2008年小学校学習指導要領解説保健体育編」より抜粋し作表
第 1 学年及び第 2 学年の内容

第 3 学年及び第 4 学年の内容

第 5 学年及び第 6 学年の内容

マットを使った運動遊びでは，いろい マット運動では，基本的な回転技や倒 マット運動では，基本的な回転技や倒
ろな方向への転がり，手で支えての体 立技をすること．

立技を安定して行うとともに，その発

の保持や回転をすること．

展技を行ったり，それらを繰り返した
り組み合わせたりすること．

◯ゆりかご，前転がり，後ろ転がり， ◯腕立て横跳び越し（発展技側方倒 ◯安定した腕立て横跳び越し
丸太転がりなど

立回転）

マットに背中を順番に接触させるな 体を振り下ろして体側に着手すると

腰を大きく開き，脚の位置を高く保
った腕立て横跳び越しをすること．

どして，いろいろな方向に転がるこ

ともに脚を振り上げ，腰の位置を高 ◯側方倒立回転（更なる発展技ロン

と．

く保ちながら反対側へ移動すること．

◯背支持倒立，かえるの足打ち，壁登
り逆立ち，支持での川跳び
手や背中で体を支えていろいろな逆
立ちをすること．

ダード）
腰の位置を高く保ちながら側方に手
を着き，倒立を経過しながら直線上
を側方に回転し，側方立ちになるこ
と．
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表 2 「2008年中学校学習指導要領解説保健体育編」（第 1 学年及び第 2 学年）より抜粋
系

回転系

群技

ほん転

グループ

基本的な技
（主に小 5・6 で例示)

発

展

技

倒立回転・

側方倒立回転



側方倒立回転側方 1/4 ひねり（ロンダート）

倒立回転跳び

倒立ブリッジ



前方倒立回転

はねおき

首はねおき



頭はねおき



前方倒立回転跳び

「ホップ」そのものは，単独ではただの片足とびに

編｣13)では，
「ロンダート」を 2 年生以降での基本技，

過ぎず，助走から「ホップ」に接続することに関し

「前方倒立回転とび」を引き続き発展技と位置付け

ても，決して難しいものではないと考えられる．し
かし，
「ホップ」から接続する「前方倒立回転とび」

ている．
一方，藤本は「子供たちにとって『前方倒立回転

や「ロンダート」の踏み切り足は一側優位性1)を原

とび』は魅力ある技の一つ」であるにもかかわらず，

則とし，通常逆の踏み切り足での練習はなされてい

教育学部大学生男女において，「小学校，中学校，

ないため，「ホップ」から間違って得意でない踏み

高等学校を通して前方倒立回転とびを学習したこと

切り足に接続されれば，「技」の遂行は極めて困難

がない」「できるはずがない」という学生が多数2)

となる．さらに「ホップ」から「技」へ接続する際

であるとしている．また，本実験の被験者である S

に，立位から倒立位に向かって逆さまになりながら

短期大学女子大学生の多くは，「前方倒立回転とび」

着手し，体重を両腕で支え回転するといった非日常

はもちろん「ロンダート」の練習さえ経験していな

的運動を行わなければならない．したがって，マッ

いのが実情である．すなわち，多くの大学生にとっ

ト運動では「ホップ」を「ほん転技群」（表 2 ）の

て，高等学校学習指導要領で発展技とされている提

技に接続する局面で，
「歩」
「走」などの動作との接

示されている「前方倒立回転とび」はもとより，基

続とは全く異なる特有の困難性が存在する．しかも

本的な技とされている「ロンダート」ですらとても

「助走～ホップ」のスピードを未完成の「前方倒立

手の届かない難しい技になってしまっているのであ

回転とび」や「ロンダート」へ接続する困難性や恐

る．しかし，「ホップ」の技術を習得することによ

怖感などで，初心者はしばしば転倒し，あるいは円

って，助走のスピードを生かして勢いよく足を振り

滑に技へ接続できずに停滞・停止してしまうことに

上げることができれば，「前方倒立回転とび」や

なる．
しかし，三幣によって，「国内外の文献中におけ

「ロンダート」も現状より習得しやすく身近な学習
課題となることが期待できる．

るホップ動作の技術的に詳細な記述が少なく不十分

. 研究の目的

である｣10) と指摘されているように，マット運動に

そこで，「ホップ」の練習をはじめから「前方倒

おける「ホップ」については，技として認められて

立回転とび」や「ロンダート」へ接続する困難性を

おらず，その練習方法や指導方法についての明確な

回避し，
「ホップ」を段階的に練習し，助走のスピー

回答を見出すことができない．

ドを「技」へ有効に伝える技術を習得してから「技」

2008 年「中学校学習指導要領解説保健体育編｣12)

と接続することにより「助走～ホップ～技」という

の中の「マット運動の主な技の例示」では，「倒立

一連の運動を習得する新しい練習方法の確立を本研

回転・倒立回転とび」グループの発展技として「ロ

究の目的とした．

ンダート」「前方倒立回転とび」が紹介されている
（表 2）．
2009 年 「 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 保 健 体 育
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を報告している．本実験の被験者は体育やスポーツ

法

を専攻しない女子大学生であり，運動部にも所属し

. 実験の構成

ていない．したがって，上記の学生と同様のレベル

S 短期大学では，週 1 回90分間「体育実技」の授

であると推察されるが，このような一般女子大学生

業を行っており，その内 40 分間は「卓球・バレー

にとって，「助走～ホップ」のスピードを伴って自

ボール」などから課題を自由に選択できる時間を設

らの体重を腕で支え回転することには，恐怖感や転

けている．実験は，この自由選択の時間を利用して

倒などの危険性があるものと考えられ，それらを回

行うこととした．また，被験者は，この授業を受講

避するための段階的な練習方法が今回の実験課題で

する学生の中で，実験への協力を了承した学生 7 名

ある．

である（表 3）．この 7 名は「ロンダート」「前方倒

錦井らは，「前方倒立回転とび」の練習方法にお

立回転とび」及び「ホップ」のいずれも練習した経

いて第 1 段階で「側方倒立回転」，第 2 段階では

験がなかった．なお，実験ではデジタルビデオカメ

「ホップ」を「側方倒立回転」に接続する練習方法

ラ
（EXILIM, FX, F1
を使用し，
25, CASIO 社製）

を紹介し，「運動構造が類似した技のやさしい段階

被験者の練習段階とその運動経過を撮影した．実験

から系統的に変化・発展させることにより目標とす

の構成における詳細は以下の通りである．

る構成要素の習熟を図る指導法｣16) としている．そ

 実験日時
（1 回目）2013年10月30日（水）


「ロンダート」や「前方倒立回転とび」ではなく

920～1000

（2 回目）2013年11月 6 日（水）
 場


こで，本実験でも「ホップ」と接続する技として
「側方倒立回転」を選択した．「側方倒立回転」は，

920～1000

「ロンダート」や「前方倒立回転とび」よりも習得

所S 短期大学 体育室

が容易4)で「ホップ」を接続しなくても習得できる

 被 験 者 S 短期大学 社会福祉学科 1 年生


が，「ホップ」との連結もできる．すなわち，習得

7 名（女子学生）

済みの「側方倒立回転」と「ホップ」を接続すれば，
「ホップ」に集中して練習することができる．さら

. 実験課題
実験における練習課題は，以下の 5 段階である．

に実験では，「ホップ」のステップ動作の予備練習

 ｢横向きギャロップ」から「ボール投げ」


として，まず「横向きギャロップ」を行った．マイ

 ｢横向きギャロップ」から「側方倒立回転」


ネルは，就学前の女児においてですら「歩」「走」

 ｢連続スキップ」からスローイン（両手投げ）


と「ギャロップ」の混合動作が困難でないことを紹

 ｢助走～ホップ」からスローイン（両手投げ）


介しており9)，女子大学生にとって「ギャロップ」

 ｢助走～ホップ」から「側方倒立回転」


は比較的簡単な課題であると考えられる．また横向

大山らは，小学校教職を志望する大学生を対象と

きでの「ギャロップ」であれば，その横向き姿勢ゆ

した調査において，女子の 50 m 走の速度が 10 才児

えに「側方倒立回転」への接続が容易である．次い

の小学女子 4 年生に相当するレベルであったこと18)

で「連続スキップ」を課題として行った．「連続ス
キップ」はある程度前進する速度を作り出すことが

表3
A

B

できるステップであり，なおかつ助走からの接続が

被験者のプロフィール
C

D

E

F

G

身長

149 cm 153 cm 160 cm 166 cm 163 cm 170 cm 162 cm

体重

48 kg

52 kg

50 kg

57 kg

50 kg

55 kg

52 kg

ないため「助走～ホップ」よりも簡単な技術である
と考えられる．
小西らは「前方倒立回転とび」のキネステーゼア
ナロゴンとなり得るとして44種の運動を挙げている
が，その中には，「体の反り」「上体の振り下ろし」
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きつける」ように投げるなど 3 種類のボール投げ運

結果と考察

動が含まれている8) ．そこで，本実験では，「ギャ

. 横方向からの撮影による連続写真

ロップ」
「スキップ」
「ホップ」からすぐに「側方倒

「側方倒立回転」練習段階の撮影角度に関しては，

立回転」を接続するのではなく，「ボール投げ（両

進行方向への移動と足運び，手と足の順次接地など

手投げ・横向き）」を「横向きギャロップ」から接

の状況が観察しやすい横方向から撮影することとし

続，
「スローイン（両手投げ・正面向き）
」を「連続

た．

スキップ」「ホップ」から接続した．これらボール

 ｢横向きギャロップ」から「ボール投げ」


を投げる動作は「側方倒立回転」の準備局面の予備

田中らは，「前方倒立回転とび」を完成するため

練習として行ったが，「ボール投げ」であればマッ

には「助走からスピードを緩めずに主運動へと接続

ト上で倒立位になる必要がなく，転倒の危険性は低

する『ステップ』技術が重要になってくる」とし，

い．したがって恐怖感を持たずに思い切って行うこ

「子供の移動運動の形態発生を参考にし，日常的な

とができることから，予備練習として有効であると

ステップである『ギャロップ』を用いた指導法は，

推察される運動である．

初心者にとって極めて有効であるという推論に達し

. アンケート調査

た｣20)と述べている．

本研究では，被験者による練習課題の有効性に関

「ホップ」から「側方倒立回転」に接続する場合，

する主観的評価を知るため実験終了直後に質問紙を

着手時に「縦向きから横向き」へ方向転換する技術

配布，練習課題に対する評価を記入させ回収した．

を必要とするが，ここでは，方向転換の必要がない

. 評価方法

「横向きのギャロップ」を課題とした．また，すぐ

三幣は，
「ホップ」のフォームを「そり型」
「前傾

に「側方倒立回転」へ接続するのではなく「側方倒

型」に分類し，より良い「ホップ技術」を解明する

立回転」の「準備局面」を「ボール投げ」に代え，

ための一連の実験を行った．そこでは，「ホップ」

予備練習として「横向きのギャロップ」から「ボー

のフォームそのものではなく，ホップ動作による次

ルを投げる動作」を行った（図 2 ）．ボール投げで

の「ロンダート」や「後転跳び」の形態の変化や加

あれば，転倒の危険や恐怖感がなく安全に接続で

速性への影響をもって「ホップ技術」を評価してい

き，容易に練習ができる．ボールを投げるときに

る10) ．そこで，本研究において「ホップ」による

は，「側方倒立回転」の着手を意識し，両手で投げ

「側方倒立回転」の形態の変化を「ホップ」の評価

るよう指示した．

基準とした．具体的には，実験で撮影された「連続

被験者全員によって停滞することなく実施され，

 停止・停滞，あるいは転倒する
写真」によって，◯

恐怖感なく思い切って行っていたように見受けられ

ことなく「助走～ホップ～側方倒立回転」の接続，

た（図 2）．

遂行が確認されたことをもって「ホップ」の習得と

 ｢横向きギャロップ」から「側方倒立回転」


評価，また，「その場からの側方倒立回転」と「助
走～ホップから接続した側方倒立回転」の足の振り
 「助走～ホップ」によっ
上がりの高さを比較し，◯

て足がより高く振り上がっていることを，
「ホップ」
の習熟度や有効性を評価する基準とした．また，さ
らにアンケートによって自己観察報告による評価を
試みた．
図1

｢ギャロップ・ステップ」体操辞典19)より転写
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図2

図3
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｢横向きギャロップ」から「ボール投げ」（被験者 F）

｢横向きギャロップ」から「側方倒立回転」（被験者 E）

図4

｢スキップ連続」から「スローイン」（被験者 B）

「横向きギャロップ」から「側方倒立回転」に接
続する練習を行った．
「横向きギャロップ」から「側方倒立回転」は被
験者全員によって，停滞することなく接続されたこ

スキップを連続しながらタイミングを計り，「ス
ローイン」を行った．全員が「スキップ連続」から
のスローインを「側方倒立回転」と同じ踏み切り足
で接続することができた（図 4）．

とが確認された（図 3）．「ボール投げ」が「側方倒

 ｢助走～ホップ」からスローイン


立回転」の予備練習として機能したことが推察され

この練習は「助走～ホップ」から「側方倒立回転」
．
を行うための予備練習として実施した（図 5）

る．



｢スキップ連続」から「スローイン（両手投
げ）
」

踏切足を間違えて「側方倒立回転」を行えば，
「助走～ホップ」のスピードを伴ったまま転倒する

五十嵐は，
「ホップ」の予備練習として，
「スキッ

危険性もあるが，「ボール投げ」ではその危険性は

プ」から「前方倒立回転とび」に接続する練習方法

少ない．そのためか，実験では思い切ってボールを

を紹介3）している．そこで，本研究においても「横

投げる姿が観察された．この練習を，「側方倒立回

向きギャロップ」に続いて「ホップ」の前に「スキ

転」の踏み切り足を意識しながら実施することで，

ップ」
を予備練習として取り入れた．ここでも
「ボー

危険性や恐怖感を回避しながら踏み切り足を確定す

ル投げ」への接続を予備練習とするが，
「スキップ」

ることができた．

は進行方向に対して縦向きの動作であるため，縦向

 ｢助走～ホップ」から「側方倒立回転」


きで投げる「スローイン」でボールを両手で床にた

これまでの課題をクリアしたことにより，実験で

たきつけるよう投げさせた．

の最終課題として実施した（図 6）．
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図5

図6

図7

図8
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｢助走～ホップ」から「スローイン」（被験者 F）

｢助走～ホップ」から「側方倒立回転」（被験者 D）

その場から行った「側方倒立回転」（被験者 A）

｢助走～ホップ」から「側方倒立回転」（被験者 A）
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図9

図10
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その場から行った「側方倒立回転」（被験者 D）

｢助走～ホップ」から「側方倒立回転」（被験者 D）

被験者全員によって，「助走～ホップ」と「ホッ

とが観察された．なお，被験者 A（図11）は，もっ

プ～側方倒立回転」は停滞・停止，あるいは転倒す

とも「踏み切り足」の高さに顕著な形態的変化がみ

ることなく接続され，「助走～ホップ～側方倒立回

られた被験者であり，一方 D（図12）は，「踏み切

転」の習得が確認された．

り足」の高さの変化が最も小さかった被験者であ

. 縦方向からの撮影による連続写真

る．すなわち，その他 5 名の被験者に関する「踏み

各被験者が「ホップ」によって助走のスピードを

切り足」の高さの変化も，上記の 2 例の範囲内にあ

どの程度技に伝えられたかを観察し，比較するた

った．

め，実験の最後に，「その場からの側方倒立回転」

「側方倒立回転」の「振り上げ足」は「助走～ホ

と
「助走～ホップ～側方倒立回転」
の両方を実施し，

ップ」と接続しなくても高く振り上げることができ

縦方向から撮影した（図 7～10）
．

るが，「踏み切り足」は，助走のスピードを生かし

被験者 7 名とも「助走～ホップ」から「側方倒立

た回転速度に随伴して振り上がると考えられる．被

回転」を接続した方がその場から行った「側方倒立

験者 A・D ともに「助走～ホップ」からの「側方倒

回転」より倒立位に近い運動経過への形態的な変化

立回転」の方が，踏み切り足（2 人とも左足）が高

が認められた．また．特に「踏み切り足」の高さの

く上がっており（図 11, 12 ），その他の 5 名におい

変化に注目すると，「助走～ホップ」からの「側方

ても同様であることが観察された．これらのことか

倒立回転」の方が「踏み切り足」が高く上がったこ

ら，「ホップ」によって助走のスピードが有効に伝
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図11

左その場から

右「助走～ホップ」から（被験者 A）

図12

左その場から

右「助走～ホップ」から（被験者 D）

達され，「側方倒立回転」の回転速度を高めたもの

表4

練習方法と効果

と考えることができる．
この回転速度と足の振り上がりの高さは，さらな
る発展技である「ロンダート」
「前方倒立回転とび」

A B C D E F G 平均

ボール投げ（横向き）の練習 3 4 2 5 5 4 3

3.7

スローインの練習

3.9

4 4 3 5 5 4 2

に進むために重要な要素でもあると考えられる．
. アンケート調査
 練習方法と効果


は右手であるため，左足が前になる．実験は「側方

本研究で行った「ボール投げ」「スローイン」に

倒立回転」への接続のための予備練習であるため，

関して，練習方法としての評価を 1 点（役に立たな

被験者 E には，利き手ではない左投げ（実際には

かった） 2 点（あまり役に立たなかった）， 3 点，

右手を添えて両手で投げた）のフォームで行うよう

（どちらでもない），4 点（役に立った）5 点（大変

指示した．「非利き手投げ」のフォームで投げる練

役に立った）の 5 点満点から自己観察により選択さ

習でも効果があるかどうかは，今回の研究結果の中

せた．

で注視すべき点の一つであったが，被験者 E は，

被験者は「ボール投げ」「スローイン」とも 5 点

ボール投げとスローインそれぞれ 2 つの練習方法に

満点中平均点で3.7点・3.9点と評価し，それぞれの

5 点満点の評価をしており，練習の効果を感じてい

練習に関して，一定の効果を感じていることが分か

ることが示唆された．

．
った（表 4）

 練習を終えての感想


一方，「ボール投げ」と「側方倒立回転」の体の

今回の練習に関して「練習を終えての感想」を記

向きは，人によっては左右異なる場合がある．今回

述させた．（表中の「側転」など表記は被験者の記

では，被験者 E の場合，「側方倒立回転」は右足を

述のまま）全体に肯定的な言葉で締めくくられてい

前に出して踏み切る（図 3）が，ボールを投げるの

ることがわかる（表 5）．
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練習を終えての感想

できるか不安だったが，できて良かった．

A
B

2 回で大分出来るようになった．

C

足がまっすぐになり，スピードがついた．

D

側転が上手くできるようになった．

E

役に立つ練習ばかりで嬉しかった．

F

スピードがついて，足が上がるようになった．

G

結構できるようになって，後半は楽しかった．
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