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Abstract: The purpose of this study was to clarify the characteristics required for adjusting the distance of the 
standing long jump in young children.

First, participants were instructed to jump as far as they could (max-jump task). Next, they jumped to their self-
perceived half-distance (half-jump task). The participants’ actual distances and movements were recorded. 

It was found that the relative value of the half-jump task was about 60% of the max-jump task in both boys and 
girls. The half-jump task took about 90% of the moving time of the max-jump task. In the half-jump movement, 
children took off in a more vertical direction than in the max-jump movement, and landed with their knees 
extended. 

It is concluded that 5-year-old children control their jumping distance by changing the jumping direction in the 
take-off phase and the positioning of the lower limbs in the landing phase.
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Ⅰ　緒　言

幼児期は，中枢神経系の発達を基盤とし，身体

のさまざまな動きを力量的，空間的，時間的に

調節する能力である，いわゆる「調整力（高井，

2007）」や「運動コントロール能力（杉原ほか，

2011）」の発達が著しい時期である．幼児の日常

生活における身体運動や遊びは，最大努力での力

発揮を要するような場面はもちろんのこと，身の

回りの時間的または空間的な条件や変化に反応

し，筋エネルギーの出力を抑制しなければならな

い運動は少なくない（古賀ほか，1996）．そのため，

幼少児期に多くの動きのパターンをバリエーショ

ン豊かに経験し，身につけることは，その後の身

体運動への取り組みや意識に大きく影響すること

が考えられ，非常に大切なことであるといわれて

いる（佐々木，2007）．

幼児の調節能力に関する研究報告は数多くない

が，これまで跳躍動作が取り上げられ，最大下の

異なる距離へ跳躍する「目安跳び動作」を用いて

検討されてきた（川原，1973；古賀ほか，1996；

大高ほか，2016；関，2009，2011）．幼児の体力

テスト項目として用いられている跳躍動作は，系

統発生的に獲得され，2 歳頃から可能となり，7，

8 歳頃までに成熟した立ち幅跳びの動作が確立す

るといわれている（Hellebrandt，1961）．しかし

ながら，10，11 歳頃の子どもでも成熟型として

の動作様式でない例がみられることから，学習的

要素が強く，身体各部位の協調的な動きが重要で

あり，調整力を要する動作であることが推測され

る（佐々木，2005）．そのため最大努力で出来る

限り遠くへ跳躍するのではなく，距離を跳び分け

る動作に着目することで，出力量を調節する能力

（グレーディング能力）について検討することが

できる．
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グレーディング能力に着目した研究としては，

川原（1973）や古賀ほか（1996）が，目標地点を

ボックスやラインで提示することによって視覚化

された課題動作を用いて，目標地点に対する跳躍

の正確性について検討している．これらの研究に

おいては，幼児が自ら目標距離を見積もった上で

の跳躍動作ではないことから，関（2009，2011）

や大高ほか（2016）は，幼児が目標距離を見積も

る課題動作を用いて，跳躍距離調節の正確性につ

いて報告している．最大跳躍距離に対する「半分」

へ跳躍するという教示を用いた動作では，目標地

点が視覚化された動作よりも正確性が低下するこ

とが示されている（関，2009，2011）．しかしな

がら，この研究において生じた誤差は，半分に対

する見積もりの正確性に起因しているのか，ある

いは物理的な半分距離に対する跳躍距離の正確性

に起因しているのかについては判断できない．そ

のため大高ほか（2016）は，見積もりと動作の関

連について検討したところ，半分の見積もりと跳

躍距離との間に有意な相関がみられたことから，

半分距離に対する跳躍距離の正確性については，

認知段階の誤差が影響していることを明らかにし

た．

幼児における最大努力での跳躍動作（以下「最

大跳躍動作」と略す）については，キネマティク

ス的な観点から検討されている．離地前に膝関節

を大きく屈曲し，離地に向けて水平方向へ大きく

伸展させていくこと（濱口ほか，2013，2014；宮

丸，1973），また離地後の空中局面においては，

大腿を前方へ引き上げ，膝を前方へ出した状態で

着地していたこと（濱口ほか，2014）が，跳躍距

離の獲得に繋がる動作特性であると報告されてい

る．目安跳び動作における幼児の距離調節につい

ては，視覚化された課題を用いた場合，離地時の

膝関節角度および屈曲と伸展の変化量を操作する

ことによって，距離を調節していたことが報告さ

れている（関，2009）．しかしながらこの研究に

おいては，離地後の動作や距離跳び分けの正確性

による動作特性の違いについては検討されていな

い．最大跳躍動作時には，離地時だけでなく空中

局面および着地時にも特徴的な動作が示されてい

ることから（濱口ほか，2014），目安跳び動作時

においても各動作局面で特異的な動作がみられる

ことが想定されるため，離地時から着地時までの

動作全体に着目し，検討する必要がある．さらに，

大高ほか（2016）の先行研究では，幼児は男女と

も半分距離よりも跳び過ぎる傾向がみられたこと

が報告されていることから，物理的に半分に跳べ

る幼児と，物理的な誤差が大きい，すなわち跳び

過ぎる幼児の動作には違いがあると考える．

そこで本研究では，立ち幅跳びにおける最大跳

躍動作および最大跳躍距離に対する半分（50%）

距離への目安跳び動作を取り上げ，各被験者の最

大跳躍距離に対する物理的な半分距離と，実際の

半分跳躍距離との関連に着目し，半分跳躍距離が

50% 付近であった幼児と，跳び過ぎていた幼児

の動作を比較することから，幼児の最大下の跳躍

距離調節の動作特性について明らかにすることを

目的とした．

Ⅱ　方　法

1．	被験者
被験者は，N 県の N 幼稚園に通園する 5 歳児

46 名（男児：22 名，女児：24 名，年齢：5 歳 7

ヶ月―6 歳 6 ヶ月）であった．表 1 に，被験者の

体格特性を示した．測定にあたり，奈良女子大学

研究倫理審査委員会の承認を得た．また被験者の

保護者には書面により趣旨を説明した上で，同意

書にて被験者の測定への参加に対して承諾を得

た．

2．	課題および測定手順
立ち幅跳びの動作について，以下の 2 つの課題

を設けた．図 1 に実験の様子を示す．

表 1　対象者の体格特性（平均値± SD）

身長（cm） 体重（kg）

男児 114.9 ± 6.3 20.1 ± 3.2

女児 113.4 ± 4.7 19.0 ± 2.4
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1）	 最大跳躍課題（Max）：最大努力による跳躍

動作．「できるだけ遠くまで」跳躍するように教

示した．

2）	 半分跳躍課題（Half）：最大跳躍距離に対す

る半分（50%）距離への目安跳び動作．自らが「半

分」であると判断したところへ跳躍するように教

示した．

被験者は，最大跳躍課題，半分跳躍課題の順に，

各 1 試技ずつ行った．最大跳躍課題を行った後，

各被験者の最大跳躍距離の地点にスタートライン

と平行になるよう紐を置き，最大跳躍距離を可視

化した状態で半分跳躍課題を行った．

3．	測定項目
動作について，被験者の右側方からハイスピー

ドカメラ（EX-F1，CASIO 製）により毎秒 300 コ

マで撮影した．

4．	分析項目
1）	 動作パターン

最大跳躍課題の動作について，文部科学省

（2011）において設定された 5 段階の動作パター

ンに基づき分類した．

2）	 跳躍距離
最大跳躍課題については，離地時のつま先から

着地時の踵までの距離を計測した．半分跳躍課題

については，大高ほか（2016）の基準を採用し，

離地時のつま先から着地時のつま先までの距離を

計測した．半分跳躍距離については，各被験者に

おける最大跳躍距離に対する相対値を算出した．

3）	 跳躍時間
被験者のつま先が離地した時点（離地時）から，

上記 2）の基準により足の一部が着地した時点（着

地時）までの時間を算出した．

4）	 跳躍動作
半分跳躍距離の相対値の誤差が小さい順に男女

各 5 名を Half 群，誤差が大きい順に男女各 5 名

を Overshoot 群として抽出し，離地前および離地

から着地までの動作について，矢状面における下

肢 4 点（大転子，膝関節，踵，つま先）の変位を

Frame-DIAS Ⅴ（DKH 社）を用いて，以下の項目

について算出した．

①大転子移動軌跡

離地前の膝関節屈曲開始時から着地時後の膝関

節最大伸展時までの区間について，矢状面におけ

る大転子移動軌跡を算出した．

②大転子移動速度

離地前の膝関節最大屈曲時から大転子最高点到

達時の区間について，大転子移動速度（水平方向・

鉛直方向）を算出した．

③跳び出し角度

離地前の膝関節最大屈曲時と大転子最高点到達

時の大転子位置を結ぶラインが水平面となす角度

を算出した．

④膝関節角度

離地前の最大屈曲時および最大伸展時，離地時，

着地時の角度を算出した．角度は解剖学的立位を

180° とし，屈曲することで値が小さくなるよう

に設定した．

5．	統計処理
各変数について，男女の平均値および標準偏差

で表した．各変数の比較については t 検定あるい

は二元配置分散分析による検定を行い，なお，全

ての検定における有意水準は 5% 未満とした．

Ⅲ　結　果

1．	動作パターン
図 2 に最大跳躍課題の動作パターンの人数分布

図 1　実験風景
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を示した．男女ともに，9 割以上がパターン 1 か

らパターン 3 の動作で跳躍しており，被験者の約

半数はパターン 3 に分布していた．

2．	跳躍距離および跳躍時間
最大跳躍距離の平均値は，男児（114.6 ± 13.3 

cm）および女児（101.8 ± 13.6 cm）であった．最

大跳躍距離の人数分布を図 3 に示す．男児は 90 

cm から 140 cm 台に，女児では 70 cm から 120 

cm 台に分布していた．

半分跳躍距離の平均値は，男児（75.7 ± 21.8 

cm）および女児（64.5 ± 20.5 cm）であった．半

分跳躍距離の相対値については，男児（63.6±

23.2%）および女児（62.8 ± 17.5%）であった．半

分跳躍距離の人数分布を図 4 に示す．男女ともに

30% から 100% 台に分布しており，男児は 50%

台と 80% 台が多く，女児は 40% から 60% 台に多

く分布していた．

また，図 5 に最大跳躍距離と半分跳躍距離との

散布図を，図 6 に最大跳躍距離と半分跳躍距離の

相対値との散布図を示した．図中の実線は，それ

ぞれ半分の値をプロットしたものである．男女と

図 2　最大跳躍課題における動作パターンの人数分布

図 3　最大跳躍距離の人数分布

図 4　半分跳躍距離における相対値の人数分布

図 5　最大跳躍距離と半分跳躍距離の関係

図６　最大跳躍距離と半分跳躍距離における
相対値の関係

図 7　跳躍時間（平均値± SD）
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もに，半分跳躍距離においては跳び過ぎる被験者

が多くみられた．また，最大跳躍距離と半分跳躍

距離の相対値との関係性はみられなかった．

さらに，図 7 に両課題における跳躍時間を示し

た．男児が女児よりも，また最大跳躍課題が半分

跳躍課題よりも，僅かに長い傾向がみてとれる．

男児と女児それぞれにおいて，最大跳躍課題に対

する半分跳躍課題の跳躍時間の相対値（%）を算

出したところ，男児は 92.2%，女児は 94.2% であ

った．

3．	大転子移動軌跡
半分跳躍距離の相対値の誤差が小さい順に男女

各 5 名を Half 群，誤差が大きい順に男女各 5 名

を Overshoot 群として抽出した．

図 8 に，Half 群および Overshoot 群における大

転子移動軌跡を示した．Half 群をみると，半分跳

躍課題では，最大跳躍課題よりも鉛直方向の最高

点位置が高いことから，上方へ高く跳躍している

様子が確認できる．また大転子位置は高い状態で

着地している．対して Overshoot 群では，半分跳

躍課題と最大跳躍課題の軌跡はほぼ重なっている

様子がみられる．

これらの特性を踏まえて，以下の結果について

は Half 群と Overshoot 群の比較検討から，さらに

詳細に検討していく．

1）	 大転子移動速度
図 9 に Half 群，図 10 に Overshoot 群における

大転子移動速度を示した．各群において，課題（最

大跳躍，半分跳躍）と大転子移動速度の方向（水平，

鉛直）を要因とした二元配置分散分析を行った．

Half 群については，交互作用が認められ（F（1, 9）

= 71.682, p < 0.001），方向の主効果が有意であっ

た（F（1, 9） = 23.558, p < 0.01）．課題の主効果は有

意ではなかった．最大跳躍課題では，水平方向が

鉛直方向よりも（p < 0.001），半分跳躍課題では，

鉛直方向が水平方向よりも有意に大きかった（p 

図 8　Half 群および Overshoot 群における大転子移動軌跡（左：Half 群 10 名，右：Overshoot 群 10 名）
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< 0.05）．また水平方向では最大跳躍課題が半分

跳躍課題よりも（p < 0.001），鉛直方向では半分

跳躍課題が最大跳躍課題よりも有意に大きかった

（p < 0.01）．

Overshoot 群については，交互作用が認められ

（F（1, 9） = 7.981, p < 0.05），方向の主効果が有意で

あった（F（1, 9） = 71.915, p < 0.001）．課題の主効果

は有意ではなかった．両課題において，水平方向

が鉛直方向よりも有意に大きかった（いずれも p 

< 0.001）．

以上の結果をまとめると，大転子移動速度につ

いて，Half 群では，最大跳躍課題においては水平

方向が鉛直方向よりも大きく，半分跳躍課題にお

いては，鉛直方向が水平方向よりも大きいことが

示された．対して Overshoot 群では，両課題とも

に水平方向が鉛直方向よりも大きかった．

2）	 跳び出し角度
図 11 に，両群における跳び出し角度を示した．

課題（最大跳躍，半分跳躍）と群（Half, Over-

shoot）を要因とした二元配置分散分析を行ったと

ころ，交互作用が認められ（F（1, 9） = 23.894, p < 

0.01），課題および群の主効果が有意であった（課

題：F（1, 9） = 67.817, p < 0.001，群：F（1, 9） = 8.097, p 

< 0.05）．両群において半分跳躍課題が最大跳躍課

題よりも有意に大きかった（Half 群：p < 0.001, 

Overshoot 群：p < 0.05）．また，半分跳躍課題に

おいては，Half 群が Overshoot 群よりも有意に大

きかった（p < 0.01）．

以上のことから，跳び出し角度については，両

群ともに半分跳躍課題が最大跳躍課題よりも大き

く，さらに半分跳躍課題においては，Half 群のほ

うが Overshoot 群よりも大きいことが示された．

4．	膝関節角度
図 12 に Half 群，図 13 に Overshoot 群における

膝関節角度を示した．最大屈曲時，最大伸展時，

離地時，着地時の各タイミングについて，課題間

図 10　Overshoot 群における大転子移動速度
（平均値± SD, 方向 ***:p<0.001）

図 11　Half群および Overshoot群における跳び出し角度
　　　  （平均値± SD, 群 **:p<0.01, 課題 †:p<0.05 †††:p<0.001）

図 9 Half 群における大転子移動速度
（ 平 均 値 ± SD, 方 向 *: p<0.05, 
***: p<0.001, 課題 ††: p<0.01, †††: 
p<0.001）

図 12　Half 群における膝関節角度
（平均値± SD, *: p<0.05, **: p<0.01）
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で t 検定を行った．

Half 群については，最大屈曲時および着地時

において，半分跳躍課題が最大跳躍課題よりも

大きかった（最大屈曲時：p < 0.05，着地時：p < 

0.01）．Overshoot 群については，いずれの時点に

おいても有意差はみられなかった．

Ⅳ　考　察

1．	本研究における被験者の特性
本研究における最大跳躍距離の平均値につい

て，2008 年の全国調査における 6 歳児前半の測

定結果（森ほか，2010）と比較したところ，男女

ともに同程度の値を示していた．さらに，図 3 に

示した最大跳躍距離の人数分布について，2007

年から 2011 年に春日ほか（2013）によって測定

された 5.5 歳から 6.0 歳の分布変化と比較したと

ころ，男女ともに全体的な分布は類似していた．

文部科学省（2011）の調査結果では，動作の発達

の特徴から 5 つの動作パターンに分類しており，

5 歳児では動作パターン 1 から 3 が多いことが示

されている．本研究においてもほとんどの被験者

が，動作パターン 1 および 2 の特徴のように両腕

を後方や側方に引き上げて，あるいは動作パター

ン 3 の特徴のように，前方に振り出して跳躍動作

を行っており，腕の動作がバックスウィングから

前上方へ大きく振り出す特徴がみられる，いわゆ

る「成熟型」（Hellebrandt, 1961）に達していた被

験者はほとんどみられなかった．

2．	半分跳躍の正確性について
半分跳躍距離の相対値については，平均値は男

女ともに 60% を越えており，半分よりも跳び過

ぎていた被験者が多かった（図 4，図 6）．4 歳児

と 5 歳児の男女を対象に半分距離への目安跳びを

課題とした先行研究（大高ほか，2016）において

は，両年齢および性別において，半分よりも跳び

過ぎる傾向がみられ，その傾向は，4 歳児が 5 歳

児よりも，また男児が女児よりも顕著であった．

また成人女性を対象とした定本・大築（1977）は，

垂直跳びと立ち幅跳びにおける最大跳躍距離の

20%，40%，60%，80%，100% の 5 段階への目安

跳びを行わせたところ，全ての段階に対して跳び

過ぎる傾向がみられ，特に目安距離が短い場合に

その傾向が顕著であったと報告している．これら

のことから，本研究における 5 歳児男女の半分跳

躍の正確性については，先行研究を支持し，自身

の出力を過少評価する傾向が強いことが示唆され

た．

最大跳躍距離と半分跳躍の正確性との関係につ

いて検討すると，最大跳躍距離の人数分布（図 3）

から，男児は女児に比べて最大跳躍のパフォーマ

ンスはやや高い傾向が確認できる．しかしなが

ら，半分跳躍距離における相対値の人数分布（図

4）をみると，男児よりも女児のほうが 50% 台付

近に分布する被験者が多く，最大跳躍のパフォー

マンスと半分跳躍の正確性に関連性はみられない

ことが推察された．

本研究では，半分距離へどのように跳び分けて

いるのかという観点から動作を比較するため，半

分跳躍課題における跳躍距離の正確さを基準とし

て Half 群と Overshoot 群を抽出した．

3．	最大跳躍および半分跳躍の動作特性
跳躍時間に着目すると，半分跳躍は男女ともに，

最大跳躍の 90% を超える時間を要していた（図

7）．このことから，時間を短縮することで半分距

離へ跳び分けていたのではないといえる．

離地時の動作に着目すると，最大跳躍につい

ては，満 4 歳男児を対象に，跳躍距離の長い上

図 13　Overshoot 群における膝関節角度
（平均値± SD）
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位群と短い下位群の動作を比較した研究におい

て，上位群は，下位群よりも離地時に股関節を大

きく伸展しており，各関節の水平方向の運動範囲

も大きかったことが報告されている（濱口ほか，

2014）．また，小学生児童を対象とした研究では，

離地時の水平初速度が大きいことや，跳び出し角

度が小さいことが跳躍距離獲得の要因となること

が示されている（比留間・植屋，2007）．本研究

の最大跳躍についても，半分跳躍と比較して跳び

出し角度は小さく，水平方向の大転子移動速度が

大きかったことから，より遠くへ跳ぶためには，

水平方向すなわち前方への運動量を増大させるこ

とが重要であると考えられる．

最大跳躍の動作特性を踏まえ，本研究での半分

跳躍について Half 群と Overshoot 群の比較から検

討していく．大転子移動速度をみると，Half 群は，

最大跳躍では水平方向が鉛直方向よりも大きく，

半分跳躍では鉛直方向が水平方向よりも大きかっ

たことから（図 9），鉛直方向への速度を大きくし，

前方への推進力を減じることで，半分距離へ跳び

分けていたといえる．対して Overshoot 群は，最

大跳躍および半分跳躍ともに水平方向の大転子移

動速度が鉛直方向よりも大きかった（図 10）．こ

の結果は，距離獲得の要因となる水平方向の速度

を最大跳躍よりも減じることができていなかった

ために，半分距離よりも跳び過ぎていたことを示

していると考えられる．

次に跳び出し角度については，Half 群と Over-

shoot 群ともに半分跳躍が最大跳躍よりも大きか

った（図 11）．関（2011）は，成人と幼児につい

て，最大跳躍距離（100%）に対する 25%，50%，

75% の 3 段階の目標エリアへの「ねらい跳び」

動作を課題としたところ，跳び出し角度は，成人

および幼児ともに目標距離が大きいほど小さくな

り，大転子最高点までの水平距離は，目標距離に

比例して長くなったことを報告している．さらに

男児および成人男性においては，大転子最高点の

高さは全ての段階において最大跳躍よりも大きか

った．この研究では，跳躍距離に応じて跳び出し

角度を変化させることで，力の方向を変化させ距

離を調節していたと推察している．本研究結果は，

この研究結果を支持するものであった．加えて本

研究では，Half 群は Overshoot 群よりも，半分跳

躍と最大跳躍の跳び出し角度の差が顕著に大きか

ったことから，跳び出し角度は正確な距離調節に

大きく影響する要素であることが推察された．

また膝関節角度については，跳躍距離調節を

課題とした先行研究（定本・大築，1977；関，

2010，2011）において，跳躍距離によって膝関節

最大屈曲時から最大伸展時の角度変化量に差がみ

られたことを報告しており，膝関節の伸展度合い

を変更することで，運動量を調節し，半分距離へ

跳び分けていたことが考察されている．本研究に

おける Half 群の結果では，半分跳躍と最大跳躍

における最大屈曲時の膝関節角度には差がみられ

たが，最大伸展時では差がみられなかったことか

ら，離地前の最大膝関節角度，すなわち沈み込み

の度合いを変化させることによって跳躍距離を調

節していたことが推察される．

さらに本研究では，距離調節に起因する動作特

性について，離地後の空中局面および着地時の姿

勢から新たに明らかにすることができた．先行研

究では，最大跳躍時の動作特性として，跳躍距離

が長い上位群は下位群に比べて距離獲得のため

に，空中局面の前半では膝関節をより屈曲させ，

後半では股関節を大きく屈曲させており，膝を前

方へ出した状態で着地していたことが示されてい

る（濱口ほか，2014）．このことから，大腿を引

き上げる動きが膝を前方へ出すことに繋がり，踵

を着地させるまでの距離を稼いでいると推察して

いた（濱口ほか，2014）．本研究の半分跳躍では，

Half 群における着地時の膝関節角度は，最大跳

躍と比較して大きかった（図 12）．また，大転子

位置が高い状態で着地していた．これらのことか

ら，半分跳躍では最大跳躍時のように，より遠く

へ着地するために膝を前方に出す必要はなく，む

しろ半分地点に正確に足を持っていくように，膝

関節を伸ばした状態で着地することで，跳び過ぎ

ないように制御していたと考えられる． 対して

Overshoot 群では，着地時の膝関節角度および大

転子位置は半分跳躍と最大跳躍で顕著な違いはみ

られなかった．
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これらのことから，本研究では離地時だけでな

く，離地後の空中局面および着地時の姿勢も跳躍

距離調節に影響を及ぼすことを明らかとし，半分

跳躍では最大跳躍と比較して浅い沈み込みから上

方へ高く跳躍し，大転子位置が高く膝関節を伸ば

した状態で着地することで，距離を調節していた

ことが示唆された．

本研究では 5 歳児における調節方略について明

らかにしたが，5 歳児の最大跳躍における動作様

式は成熟型でなかったことから，半分跳躍におい

ては，下肢の筋力や腕の振りを変化させるのでは

なく，姿勢や膝関節角度を変化させることで跳躍

距離を調節していたことが推察される．最大跳躍

においては，小学校 1 年生から 3 年生と 4 年生以

降での動作特性が異なることが示されていること

から（陳ほか，2010），半分跳躍についても，児

童や成人は幼児とは異なる調節方略を用いている

可能性が考えられる．このことから，今後さらに

児童や成人の半分跳躍との動きを比較し，加齢に

伴う調節方略の特性についても検討する必要があ

るだろう．

Ⅴ　まとめ

本研究は，5 歳児の立ち幅跳びにおける最大跳

躍および最大跳躍距離に対する半分距離への目安

跳び動作に着目し，両動作を比較することから，

跳躍距離の調節方略を明らかにすることを目的と

した．その結果，以下のような結果が得られた．

1） 半分跳躍距離の正確性については，男児と

女児ともに最大跳躍距離の 60% 程度であ

り，跳び過ぎる傾向がみられた．

2） 跳躍時間については，男児と女児ともに，

半分跳躍は最大跳躍の約 90% の時間を要

していた．

3） 半分跳躍時の動作特性については，Half 群

では最大跳躍時と比べて浅い沈み込みから

上方へ高く離地し，大転子位置が高く，膝

関節を伸展させた状態で着地していた．

以上のことから，5 歳児においては，時間を短

縮することで半分へ跳び分けるのではなく，Half

群では離地時に跳び出す方向および着地時の姿勢

を変更し，最大跳躍とは異なる方略を用いて距離

を調節していることが示唆された．
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