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１．はじめに

食事による栄養摂取が、陸上競技に限らず競技ス
ポーツ選手にとって重要であることはいうまでもない。
特に大学陸上競技者ではトレーニング強度も高くな
り、適切な栄養摂取や休養が必要といえる。ここでい
う「適切な栄養摂取」とは、浪費したエネルギーや
筋タンパク合成のための糖質・たんぱく質の補給な
ど、その意味するところは広範に渡るが、体重のコン
トロールも視野に入れなければならない。そして、投
擲競技のように、身体以外の物体（投擲物）を移動
させる種目では、体重の増加は必ずしもマイナスで
はない。現に、陸上競技フィールド競技者に対する
ウエイトコントロールの実態調査 1）によると投擲競技
者（女子学生競技者）には増量を試みた経験がある
者が存在することが明らかにされている。また、この
調査では、無理な食事による健康への悪影響が懸
念されるとし、適切な知識の必要性が述べられてい
る。増量の手段の一つに食事によるエネルギー摂取
の増大が考えられるが、一方で十分な知識や指導無
しには、健康を損ねることも考えられる。これらのよう
に、陸上競技においても食事は重要な位置づけにあ
るが、大学陸上競技者が食事に対しどのような意識
を持っているのかについては、その報告が少ない。そ
こで本研究では大学陸上競技者の摂食状況・意識
について質問用紙によるアンケート調査を実施し、そ
の実態を検討することで今後のコンディショニング指
導などを充実させることを目的とした。

２．調査方法

調査対象は陸上競技フィールド種目（投擲・跳躍）
を専門とする、全国規模大会出場以上の競技レベ
ルを有する大学生競技者98名とした。種目の内訳は
跳躍競技者39名（男子21名、女子18名）、投擲競
技者59名（男子38名、女子21名）であった（表1）。
なお、全ての対象者が体育系大学に在学している者
であった。調査は質問紙法により実施した。有効回
答数は跳躍競技者39名（100%）、投擲競技者名59
名（100%）であった。調査項目は、以下の通りである。
　

項　目：プロフィール（競技歴，年齢） 
1． あなたは日頃の食事に気を使っていますか 　
2． 気を使っている方は量、タイミング栄養素な
ど内容について記述してください 

3． 肉、魚などのたんぱく質を多く取るように心掛
けている 

4． 野菜を多く取るように心掛けている 
5． 炭水化物を多く取るように心掛けている 
6． 炭水化物を控えるように心掛けている 
7． 脂肪を多く取るように気を使う 
8． 脂肪を控えるように気を使う 
9． 一日三食を摂るように心掛ける 
10． 食事は好きなものを好きなだけ食べる 
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全体 男子 女子
投擲競技者 59 38 21
跳躍競技者 39 21 18
合計 98 59 39

表１　対象者の内訳
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11． 脂肪を蓄えることは必ずしもマイナスではない 
12． 競技を引退したら食事に気を使うつもりである 
13． その日の練習内容などによって食事内容、量
などに気を使う 

14． 競技の目標を達成するためなら、多少身体に
無理のある食事をしても仕方ない 

15． プロテインを摂取している 
16． プロテイン以外にサプリメントを摂取している 
17． 自身が一日に摂取しているエネルギー量を把
握している 

18． 一般男性（女性．が一日に必要な摂取エネル
ギーをおおよそ把握している 

19． 既往歴

３．結果及び考察

１）全体的傾向
全ての調査項目における回答を図1～図17に性別・
種目別に示した。全体的な傾向として、多くの競技
者は食事に対し日頃から何らかの気づかいをしている
と考えられた（図1）。特に、肉魚、野菜、炭水化物
は多く取ろうと心掛ける傾向にあり（図2、3、4）、脂
肪を控える傾向にあった（図6、7）。また、「その日の
練習内容により食事内容、量を変える」と意識してい
る傾向がみられた（図11）。一方で、「身体に無理の
ある食事をしても仕方ない」と多くの者が考えており,
その割合は両種目、男女全てにおいて、60%を越え
ていた。また、「引退したら食事に気をつける」と全
体の60%以上の競技者が回答したことから、エネル
ギー摂取量が一般成人と比べ多く、現状の食事では
身体活動量の低下による脂肪の蓄積（増量）を懸念し
ているものと考えられる。しかし、自身が摂取している
エネルギー量、一般的成人の摂取エネルギー量の
目安などを把握していない者も多い（全体の65.0%）。
このことから、基礎的な栄養・食事に関する知識が
欠けている競技者が多いといえる。

２）種目別傾向
跳躍と投擲の種目間では、脂肪の摂取意識に違い

がみられた。投擲競技においては、体重の増加によ

0 20 40 60 80 100
(%)

使っている

少し使っている

どちらでもない

あまり使っていない

全く使っていない

投擲競技者男子
投擲競技者女子
跳躍競技者男子
跳躍競技者女子

0 20 40 60 80 100
(%)

あてはまる

少しあてはまる

どちらでもない

あまりあてはまらない

全くあてあはまらない

投擲競技者男子
投擲競技者女子
跳躍競技者男子
跳躍競技者女子

0 20 40 60 80 100
(%)

あてはまる

少しあてはまる

どちらでもない

あまりあてはまらない

全くあてあはまらない

投擲競技者男子
投擲競技者女子
跳躍競技者男子
跳躍競技者女子

0 20 40 60 80 100
(%)

あてはまる

少しあてはまる

どちらでもない

あまりあてはまらない

全くあてあはまらない

投擲競技者男子
投擲競技者女子
跳躍競技者男子
跳躍競技者女子

図１　あなたは日頃の食事に気を使っていますか

図３　野菜を多く取るように心掛けている

図４　炭水化物を多く取るように心掛けている

図２　肉魚などを多く取るように心掛けている
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図５　炭水化物を控えるように心掛けている 図９　食事は好きなものを好きなだけ食べる

図７　脂肪を控えるように心掛けている 図11　競技を引退したら食事に気を使うつもりである

図６　脂肪を多く取るように心掛けている 図10　脂肪を蓄えることは競技者にとって必ずしもマイナスではない

図８　一日三食をように心掛けている 図12　その日の練習内容などによって食事内容、量などに気をつけている



4

る競技力への好影響も考えられるが、食べ過ぎによ
る体調への悪影響も考えられるため1）、競技と健康
の優先順位をどう考えるのか、今後の問題となる。特
に投擲競技者には、高血圧、高尿酸値などの既往
歴を持つ者が多く存在していたが「身体に無理のあ
る食事をしても仕方ない」と多くの者が考えており（図
13）、また、「引退したら食事に気をつける」（図11）
と回答していたことからも、現役時代の競技力向上と、
引退後の健康状態への影響についてどうあるべきな
のか、考えてゆく必要がある。その他、プロテインの
摂取状況に差があり（図14）、投擲競技者（48.3%）
は跳躍競技者（24.3%）よりもプロテイン摂取の割合
が高い傾向がみられた。

３）性差
本調査では摂食意識の明確な性差を見出すまで

には至らなかったが、プロテインの摂取率には異なっ
た傾向がみられ、男性（58.2%）は女性（30.5%）より
も摂取率が高かった。また、サプリメントの摂取率（女
性36.5%、男性56.3%）に違いがみられた。さらに、
サプリメントの内容にも違いがみられた（後述）。市
販されているプロテイン、サプリメントなどは、学生
競技者にとっては安価とは言えず（1ヶ月分当たり数千
円～1万円程度であることが多い）、継続的に摂取す
ることは負担が大きいといえる。このことから、男子は
女子よりも、競技力向上のために費やす費用が多い
と考えられる。
また、食事に気を使っている内容について表2に示
した。男子には「アミノ酸摂取（4名）」、「たんぱく質
摂取（4名）」などの回答がみられた。さらに、たんぱ
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図13　競技の目標を達成するためなら多少身体に無理のある食事をしても仕方が無い 図17　自身が一日に摂取しているおおよそのエネルギー量を知っている

図15　プロテイン以外のサプリメントを摂取している

図14　プロテインを摂取している

図16　一般男性（女性）に一日に必要とされている摂取エネルギー量を把握している
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く質の摂取に関しては、「練習後すぐにたんぱく質摂
取」、「足りない分はサプリメントで補う」など、摂取
方法を工夫する者もいた。しかし一方で、アミノ酸や
タンパク質についての摂取意識を回答した女子競
技者はみられなかった。女子競技者の回答には「ビ
タミン摂取（2名）」がみられた。また、女性は摂取し
ているサプリメント（表3）について、女性の回答には
「鉄」が存在した。対象者数からみると、回答数が
少ないため、全体的な傾向を述べることが出来ない
が、これら男女の摂取意識には、男子は「たんぱく

質、アミノ酸」など筋疲労を回復させたり、筋肉を作
ることに直接関わる栄養素に意識を置いていることに
対し、女子は「ビタミン」「鉄」などの身体の調子を整
える栄養素に意識を置いているのかもしれない。また、
男子は、「摂取しているサプリメントの種類」の質問
に対し、栄養素ではなく、メーカーと商品名で回答
する者がみられたことからも、サプリメントに対して
興味を示す傾向が強いと考えられる。表3にみられる
「ハレオ」（株式会社 ボディプラスインターナショナ
ル（BodyPlus International, Inc.））も、その例の一つ

投
擲
競
技
者

男
子

三食しっかり摂る（３）
たんぱく質を練習前に摂る（３）
栄養のバランス（２）
食事の量を多く（１）
朝は脂質、練習前には糖質（１）
野菜を多く（４）
練習後すぐに食事を摂る（２）
カルシウムを多く（１）
練習後すぐにたんぱく質（１）
アミノ酸の摂取（２）
足りないたんぱく質をプロテインで補う（１）

女
子

三食しっかり摂る（２）
たんぱく質を練習前に摂る（１）
栄養のバランス（３）
野菜を多く（２）
練習後すぐに食事を摂る（１）
ビタミンを多く（２）
満腹になる手前（１）
夜10時以降は食べない（１）

跳
躍
競
技
者

男
子

三食しっかり摂る（１）
たんぱく質を練習前に摂る（１）
栄養のバランス（４）
野菜を多く（３）
練習後すぐに食事を摂る（２）
アミノ酸の摂取（２）

女
子

三食しっかり摂る（２）
たんぱく質を練習前に摂る（１）
栄養のバランス（３）
野菜を多く（５）
練習後すぐに食事を摂る（２）
ビタミンを多く（１）
好き嫌いしない（１）

投
擲
競
技
者

男
子

ハレオ　ハイパーリロード（６）
ザバス　アミノ酸（２）
クレアチン（３）
ハレオ（種類不明）（８）

女
子

ビタミン剤（１）
アミノ酸（２）

跳
躍
競
技
者

男
子

ザバス　アミノ酸（１）
クレアチン（２）

女
子

鉄（２）

投
擲
競
技
者

男
子

高血圧（10）
高尿酸値（６）
脂肪肝（２）
糖尿病（２）

女
子

高血圧（１）
不整脈（１）

跳
躍
競
技
者

男
子 高尿酸値（１）

女
子

不整脈（１）

表２　食事の気を使っている内容について 表３　使用しているサプリメントの名称

表４　既往症
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である。強い競技者や有名な競技者などが使用して
いるサプリメントに憧れ、使用を試みる若手競技者も
存在していることも男子の特徴である。
その他の性差として、特に投擲男子においては生
活習慣病を持つものが多かった（表4）（該当数20）。

４．まとめ

フィールド競技者の全体的傾向として、食事に気
を遣う意識は持っているものの、競技力向上のため
にはある程度の無理はやむを得ないと考えており、
栄養に関する知識も低い傾向にある。自身の摂取エ
ネルギー量、一般成人の摂取エネルギー量の目安
などを把握していない者も多いことから、基礎的な栄
養・食事に対する知識が欠けている競技者が多いと
考えられた。回答者はすべて体育系大学に在学して
いる者であったことからも、これらは最低限の知識で
あるといえ、現場における指導など今後の課題であ
る。今回は、対象者全てが全国規模の競技会に出
場経験を有するものであったため、比較的競技力が
高かったといえる。しかし、競技力の違いにより、競
技を最優先する意識も異なると考えられることから、今
後は、競技力別に調査を実施し、傾向を見ることでよ
り明確な知見が見出せるかもしれない。
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