
�．緒 言

身体発育の最も盛んな時期から発育後期に

ある高校生は，毎日の食事を必要十分量摂る

ことが身体発育の完成において大切な事であ

る。特に，スポーツ選手は，一般高校生に比

べ練習や試合，また体作り（筋力アップ）の

ためのトレーニング等による身体活動量に大

きな違いがある。この世代は栄養必要量が高

くなる時期であるが，実際の摂取量が必要量

を充足していないと報告されている１）。また，

ボールを使った練習期，トレーニング期，試

合期または試合前期等によって栄養バランス

を考えなければならない。そこで必要になっ

てくるのが，体の要求に応じた充実した食事

を摂ることと栄養の重要性を理解し，知識を

身に付けることである。

本研究は，高校生男子バレーボール選手を

対象とし，県大会の競技成績によって上位群

と下位群に分け，身体の形態・エネルギー消

費量と摂取量・栄養摂取量及び栄養知識等の

違いを明らかにすることを目的とした。

�．方 法

１．対象：Ｇ県内の５つの高校（普通・工業

・商業）男子バレーボール部員１年生から３

年生までの７０名とした。

前年度の県大会において３位以内に入った

高校（２校）を上位群とし，８位までに入ら

なかった高校（３校）を下位群とした。

２．調査期間：１回目…平成１１年６月中旬か
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ら下旬，２回目…平成１１年１０月中旬から下旬

に行なった。

３．調査内容および方法：

�体格：４月の身体測定時の身長・体重を調
査用紙に記入してもらい，その値から BMI

を算出した。上位群：３８名，下位群３２名に

ついて調査した。

�生活時間調査：指定した３日間の生活時間
を調査用紙に留め置き自記式とした。３日

間の内訳は，平日（１日授業後練習）・土

曜日（午前授業後練習）・日曜日（１日ま

たは半日練習）とした。

動作強度（Activity factor）２）を用い，消費

エネルギー量を算出した。

�食事調査：生活時間調査と同期間の朝食・
昼食・夕食・間食および栄養補助食品につ

いて行なった。コンピューターソフトエク

セル栄養君 Ver,２．１を用いて摂取エネル

ギー量・栄養素摂取量および各種栄養摂取

量に対しての充足率を求めた。

�栄養知識調査：５大栄養素とその働きおよ
び各栄養素を代表する食品についての簡単

なテストを行なった。活動・食事・間食・

栄養補助食品・栄養知識について調査し

た。

生活時間調査・食事調査・栄養知識調査

では，２回の調査の計６日間についてすべ

ての調査用紙にしっかり解答されていた上

位群１１名，下位群１４名について分析した。

�．結果と考察

１．形態状況について

上位群における平均身長１７６．１㎝，平均体

重６５．８㎏であり，下位群における平均身長

１７３．０㎝，平均体重６２．０㎏で身長・体重とも

に上位群の方が下位群を有意に上回っていた

（p＜０．０５）。また，身長，体重より BMIをそ

れぞれ算出したが，上位群の BMIは２１．２，下

位群の BMIは２０．７で有意な差はみられな

かった。

アタッカー・セッター・レシーバーのポジ

ション別に身長・体重・BMIを上位群と下

位群について分析をおこなった結果，アタッ

カーの身長のみ，上位群１７９．５㎝，下位群１７５．５

㎝で有意に高いことがわかった。

バレーボール競技は，身長の高さを要求さ

れる競技である。特に身長の高さは，得点源

であるアタッカーに要求されること言われて

いるが，今回の調査結果からもアタッカーに

身長の高さが要求されていることがわかっ

た。

２．消費エネルギーについて

図―２に示すように６月における上位群の

平均消費エネルギー量は，土曜日３６２５kcal±

１３１kcal，日曜日４３００kcal±６４３kcal，平日３３４８

kcall±３１２kcalであった。下位群の平均消費

エネルギー量は，土曜日２９６５kcal±６１４kcal，

日曜日２６１０kcal±７４６kcal，平日２８４８kcall±１８７

kcalですべての日において上位群の方が多

かった（p＜０．０５）。

１０月において上位群では，土曜日３５４７kcal

±４８３kcal，日曜日３４８６kcal±４４２kcal，平日３１５８

kcall±３５３kcalであった。下位群では，土曜

日２６２６kcal±３０３kcal，日曜日２５７０kcal±５８７kcal，

平日２８０６kcall±２２９kcalで，６月同様１０月で

も土・日曜日（p＜０．０５），平日（p＜０．０１）共

図―１ 上位群・下位群の身長比較
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図―２ ６月における上位群・下位群の消費エ

ネルギー量比較

に上位群の方が多いという結果であった。

上位群・下位群とも学校での活動時間は，

大差がないと思われるが，６月・１０月の調査

日すべてにおいて上位群の消費エネルギー量

が下位群に比べ多かったのは，練習量の違い

であると考えられる。そこで，平均練習時間

を見ると上位群の土曜日４時間３０分，日曜日

６時間，平日３時間４０分であり，下位群では，

土曜日３時間，日曜日１時間１５分，平日２時

間１５分であった。下位群の日曜日は，練習を

行なわないところもあったため，練習時間数

が極端に少ない結果となった。

３．摂取エネルギーについて

６月における上位群と下位群の摂取エネル

ギー量の比較について図―３に示した。上位

群の平均摂取エネルギー量は，土曜日２６８６

kcal±８１４kcal，日曜日２９７２kcal±８３４kcal，平

日２６９０kcall±６２９kcalであった。下位群の平

均摂取エネルギー量は，土曜日２３９８kcal±５９７

kcal，日曜日２３０９kcal±５４８kcal，平日２９２８kcall

±６９２kcalであった。日曜日において上位群

の方が下位群より多いことがいえる（p＜

０．０５）。

１０月において上位群では，土曜日２５０４kcal

±５５８kcal，日曜日２６８４kcal±６７２kcal，平日２８０２

kcall±６２０kcalであった。下位群では，土曜

日２８５４kcal±７２２kcal，日曜日２４７１kcal±１０４２

kcal，平日２３７５kcall±６１５kcalであった。１０月

では上位群・下位群との間に有意な差は見ら

れなかった。

消費エネルギー量と摂取エネルギー量を見

ると上位群・下位群ともに摂取エネルギー量

が少ないことがわかる。これは，スポーツ選

手にとって特に成長期である高校生にとって

良いとは言えないことである。基本的に消費

したエネルギー量と同じエネルギー量を摂取

しなければならない。

４．栄養素別摂取について

６月および９月の食事調査からタンパク質

（ｇ），脂質（ｇ），糖質（ｇ），カルシウム（㎎），

鉄（㎎），ビタミンＡ（IU），ビタミンＢ１（㎎），

ビタミンＢ２（㎎），ビタミンＣ（㎎）の９項

目の栄養素について土・日曜日・平日の３日

間の平均充足率をみた。

６月調査では，上位群は，カルシウム５２２

㎎（６５．３％）で最も低く，次いで鉄９．７㎎

（８０．８％），脂質８１．２ｇ（８８．７％），ビタミン

Ｃ８５㎎（９４．４％），糖質４０１．８ｇ（９５．８％）の

順の５項目で充足されていなかった。下位群

は，糖質３５１．４ｇ（８３．８％）で最も低く，次

いでビ タ ミ ンＣ８０㎎（８８．９％），鉄１０．９㎎

（９０．８％），脂質８４．５ｇ（９２．３％）の４項目で

充足されていなかった。６月の栄養摂取状況

は，上位群・下位群とも良いとは言えない結

果であった。

１０月における上位群・下位群の栄養素充足

率を図―４に示した。上位群では，６月と同

じカルシウム６６７㎎（８３．４％）で最も低く，次

図―３ ６月における上位群・下位群の摂取エ

ネルギー量比較
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図―５ 栄養補助食品の使用について

い で 糖 質３５４．３ｇ（８４．５％），脂 質８０．４ｇ

（８７．９％），鉄１１．２㎎（９３．３％），ビタミンＣ

８６㎎（９５．６％），の順の５項目で充足されて

いなかった。下位群でも，６月と同じ糖質

３５４．３ｇ（８２．７％）で最も低く，次いでカル

シ ウ ム６６７㎎（８５．６％）ビ タ ミ ンＣ８６㎎

（８６．７％），脂質８０．４ｇ（９３．０％）の４項目で

あった。

６月と１０月の２回の調査結果から上位群，

下位群共に言えることは，６月と１０月がほぼ

同じ栄養素が不足していることがわかった。

しかし，上位群では，充足率が最も低いカル

シウムで約１５０㎎（２０％）の摂取の増加が見

られ，６月２番目に低かった鉄においても１０

月では１．５㎎（１０％）の増加が見られた。下

位群では，６月に鉄が充足されていなかった

のに対し，１０月では充足されていた。これら

のことから十分ではないが６月から１０月に掛

けて少しは改善されたと考えられる。

５．欠食について

上位群延べ６６日（１１人×６日），下位群延

べ８４日（１４×６日）における朝食・昼食・夕

食の欠食回数を表―１に示した。６月調査で

は，上位群は欠食が１回も無く，下位群は，

朝食に５回，昼食・夕食に各１回の欠食が

あった。１０月調査では，上位群の朝食１０回，

昼食１回見られ，下位群は，朝食９回，昼食

・夕食に各１回の欠食がみられた。

６．栄養補助食品について

栄養補助食品の使用の有無を図―５に示し

た。上位群では，１１人中９人（８２％），下位

群では，１４人中３人（２１％）が栄養補助食品

を使用している結果が得られた。上位群と下

位群とに大きな使用割合の差が見られるが，

これは監督の指導方針の身体作り一つとして

栄養補助食品を摂るようにしていると考えら

れる。栄養補助食品の中でも，蛋白質の補助

食品（プロテイン）が最も多く全体の６２％を

占め，次いで栄養ドリンクの２５％が使用され

ていた。プロテインの使用が最も多い理由と

して，高校生は骨成長の終盤の時期であり，

これから筋肉を十分鍛えて行ける時期である

ため，プロテインを使用していると考えられ

る。

７．栄養知識調査について

選手の栄養知識の現状を把握するために，

働き（エネルギー・身体作り・コンディショ

ニング（体調を整える））と五大栄養素（炭水

調査期間 朝食 昼食 夕食

上位群
６月 ０ ０ ０
９月 ５ １ １

下位群
６月 １０ １ ０
９月 ９ １ １

表―１ 上位群・下位群における朝・昼・夕食

の欠食回数

（人）

図―４ １０月における上位群・下位群の各栄養

素補充率

１：エネルギー（kcal），２：タンパク質（ｇ），
３：脂質（ｇ），４：糖質（ｇ），５：Ca（㎎），
６：Fe（㎎），７：Ａ効力（IU），８：Ｂ１（㎎），
９：Ｂ２（㎎），１０：C（㎎）
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図―６ 栄養素知識度の上位群・下位群の比較
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化物・脂質・タンパク質・ミネラル・ビタミ

ン）の関連および食品についての簡単な問題

を６月と１０月に行なった。１０月調査問題の正

答率を図―６に示した。

エネルギーに最も関連する炭水化物に対す

る正答率では，上位群３７％，下位群５７％であっ

た。また，上位群・下位群の３割近くの選手

が脂質としていた。

脂質に対する正答率では，上位群１８％，下

位群４３％であった。上位群では，ミネラルと

答えた選手が４６％で最も多い解答であった。

下位群では，炭水化物に３６％の選手が解答し

ていた。

身体作りに最も関連するタンパク質に対す

る正答率では，上位群２７％，下位群７２％であっ

た。

ミネラルに対する正答率では，上位群２７％，

下位群５０％であった。上位群のここでの解答

の最も高かったのは，ビタミンの６４％であっ

た。下位群でも４３％の選手がビタミンと解答

していた。

コンディショニングに最も関連するビタミ

ンに対する正答率では，上位群２５％，下位群

５７％であった。ここでは，上位群の４２％，下

位群の２９％の選手がミネラルと解答してい

た。

栄養意識調査では，６月調査と１０月調査を

比較してみても良くなったとはいえない結果

である。また，上位群の選手は，下位群と比

較してみると五大栄養素の正答率すべての栄

養素について低かった。これは，上位群の高

校は，商業または工業高校であり，下位群の

高校は，普通（進学）高校であったため，授

業内容・課目構成等の違いによるところも大

きく影響していると考えられる。

�．ま と め

高校生スポーツ選手（男子バレーボール）

を対象とし，上位群と下位群に分け，形態，

エネルギー消費量と摂取量，栄養摂取量およ

び栄養知識等の違いを調査した。

１）形態については，身長で上位群が下位群

に比べ，明らかに高かった。

２）消費エネルギーについては，上位群が下

位群に比べ，明らかに大きいかった。こ

れは，練習量の違いによるものと考えら

れる。

３）摂取エネルギー量については，上位群・

下位群との間に大きな差は見られない

が，消費エネルギー量に比べると摂取エ

ネルギー量が低い結果であった。食事調

査用紙に飲食したものをしっかり記入さ

れていなっかために読み取りが十分され

ていなかったと考えられる。

４）栄養素別摂取については，最も不足して

いた栄養素をみると上位群では，６月・

１０月ともカルシウムであった。下位群で

は，６月・１０月とも糖質であった。

５）栄養補助食品については，上位群が下位

群に比べ使用割合に大きかった。また，

プロテインが主に使用されていた。

６）栄養知識では，上位群より下位群の方が

すべての栄養素で正答率が高かった。
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岐阜女子大学紀要 第３４号 （２００５．３．）

― ―８４



本文芸社，（１９９８）

４）杉浦克己，田口素子，大崎久子：選手を

食事で強くする本，中経出版，（１９９６）

高校生スポーツ選手の栄養調査および栄養知識について
（井上広国，水野敏明，大森正英）

― ―８５


