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大学男子バスケットボール選手におけるリバースランジ3RM挙上重量と
無酸素性パワー，ジャンプ力，スピード，アジリティ能力との関係性
Relationship between reverse lunge 3RM raising weight and anaerobic power,
jump, speed, and agility in college men’s basketball players.
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要旨：本研究では，大学生男子バスケットボール選手を対象に，片側性エクササイズとしてリバース
ランジを用いて，リバースランジ挙上重量と各測定項目との関係性を検証すると共に，リバースラ
ンジが筋力評価の指標として有効であるかについても検証した。リバースランジ体重比と無酸素性パ
ワー，ジャンプ，スピード，アジリティの各測定項目との間に有意な正または負の相関関係が認めら
れた。また，リバースランジにおける各測定項目との関係性をバックスクワットと比較し相違を検証
したところ，概ね同様の傾向が示された。これらの結果から，リバースランジは片側性エクササイズ
として有効なトレーニング種目になり得ることが示唆された。
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Ⅰ．緒言

たところ，片脚でレジスタンストレーニングとプライ
オメトリクスを行ったグループの記録の方がより向

多くの球技系スポーツにおいて方向転換，ジャン

上したと報告している。このように片側性エクササイ

プ，着地など片脚でパフォーマンス発揮する場面は多

ズのトレーニング効果を検証した研究は数多く報告さ

い。中でも，バスケットボール競技は28m×15mの比

れている。その際，トレーニング効果の検証に用い

較的狭いコートの中で，激しく攻守の入れ替わりが行

られているエクササイズのほとんどは片脚でのスク

われるため，スプリント，ジャンプ，方向転換動作能

ワットであり，スクワット以外の種目で片側性エクサ

力が高いレベルで求められる。これら片脚で発揮され

サイズの効果を検証した研究は見当たらない。また，

る競技パフォーマンスを改善することを目的に，ト

McCurdyら（2006）が成人の男性と女性を対象に，

レーニング指導現場では片側性エクササイズを用い

片脚スクワットの最大挙上重量とバランス能力との関

たトレーニングが多く行われている。岡野ら（2016）

係性を報告しているが，それ以外に片側性エクササイ

は，男子バレーボール選手を対象とした８週間の片脚

ズと体力要素との関係性を明らかにした研究もほとん

スクワットの実施が，下肢最大筋力や跳躍力を向上

どない。このような背景から，本研究では，スクワッ

させると報告している。Fisher（2014）は，ラグビー

ト以外の片側性エクササイズとしてリバースランジに

選手を対象に，レジスタンストレーニングとプライオ

注目している（図１）。Park（2016）らは，リバース

メトリクスを片脚と両脚で行うグループに分けて，ト

ランジが他のランジ動作に比べ，最も大臀筋の筋活動

レーニング前後における方向転換能力の変化を比較し

量が高く，膝関節に与える力学的なストレスが低いと
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本研究では、大学生男子バスケットボール選手を対象に、片
対象に，片側性エクササイズとしてリバースランジ
本研究では、大学生男子バスケットボール選手を対象に、片
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側性エクササイズとしてリバースランジを用いて、リバース
を用いて，リバースランジ挙上重量と各測定項目と
側性エクササイズとしてリバースランジを用いて、リバース
本研究では、大学生男子バスケットボール選手を対象に、片
ランジ挙上重量と各測定項目との関係性を検証すると共に、
の関係性を検証すると共に，リバースランジが筋力
ランジ挙上重量と各測定項目との関係性を検証すると共に、
リバースランジが筋力評価の指標として有効性について検証
側性エクササイズとしてリバースランジを用いて、リバース
評価の指標として有効性について検証することも目
リバースランジが筋力評価の指標として有効性について検証
することも目的としていた。その結果、RLG
体重比と全ての
的としていた。その結果，RLG体重比と全ての測定
ランジ挙上重量と各測定項目との関係性を検証すると共に、
することも目的としていた。その結果、RLG 体重比と全ての
項目の間に，有意な正または負の相関関係が認めら
測定項目の間に、有意な正または負の相関関係が認められた。
リバースランジが筋力評価の指標として有効性について検証
測定項目の間に、有意な正または負の相関関係が認められた。
れた。したがって，リバースランジ挙上重量が高い
したがって、
リバースランジ挙上重量が高いほど、パワー、ジ
することも目的としていた。その結果、RLG
体重比と全ての
したがって、
リバースランジ挙上重量が高いほど、パワー、ジ
ほど，パワー，ジャンプ，スピード，アジリティの
ャンプ、スピード、アジリティの記録も高くなるということで
測定項目の間に、有意な正または負の相関関係が認められた。
記録も高くなるということである。これは，小山ら
ャンプ、
スピード、アジリティの記録も高くなるということで
ある。これは、小山ら（2011）のスクワット 1RM 体重比とス
（2011）のスクワット１RM体重比とスプリントおよ
したがって、リバースランジ挙上重量が高いほど、
パワー、ジ
ある。これは、小山ら（2011）のスクワット
1RM 体重比とス
プリントおよびアジリティ能力の関係性についての報告にお
びアジリティ能力の関係性についての報告において
プリントおよびアジリティ能力の関係性についての報告にお
ャンプ、スピード、アジリティの記録も高くなるということで
いても同様の傾向を示している。このことから、リバースラン
も同様の傾向を示している。このことから，リバー
いても同様の傾向を示している。
このことから、リバースラン
ある。これは、小山ら（2011）のスクワット
1RM 体重比とス
ジ挙上重量を向上させる事が体力要素の向上に繋がる可能性
スランジ挙上重量を向上させる事が体力要素の向上
ジ挙上重量を向上させる事が体力要素の向上に繋がる可能性
プリントおよびアジリティ能力の関係性についての報告にお
も推察される。
に繋がる可能性も推察される。
も推察される。
次に，リバースランジと各測定項目における関係
次に、リバースランジと各測定項目における関係性をバッ
いても同様の傾向を示している。
このことから、リバースラン
次に、リバースランジと各測定項目における関係性をバッ
性をバックスクワットと比較し相違を検証したとこ
クスクワットと比較し相違を検証したところ、最大パワー体
ジ挙上重量を向上させる事が体力要素の向上に繋がる可能性
クスクワットと比較し相違を検証したところ、最大パワー体
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表 3．リバースランジとバックスクワットにおける各測定項目との相関関係
表３．リバースランジとバックスクワットにおける各測定項目との相関関係
最大パワー体重比
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[ watt/kg ]

[ cm ]

[ cm ]

[ sec ]

[ sec ]

BSQ体重比
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＊
＊

0.57

＊
＊

0.62

＊
＊

-0.47

＊
＊

-0.63

＊
＊

RLG体重比
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＊
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0.55

＊
＊

0.54

＊
＊
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＊
＊

-0.54

＊
＊

＊＊: p<0.01
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