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【要 旨】 

2010 年度、日本の高校生の全国大会の日程が大きく変わった。それまで 3 月に開催されていた

通称春の高校バレーが、翌年の１月に開催されることになった。そのため、移行期である 2010 年度

では、ほぼ同じチームで 2 回春の高校バレーが行われた。この日程変更のねらいとしては、高校 3

年生の引退時期を 1 月まで伸ばし、競技力低下を防ぐこと等が挙げられる。そこで今回、日程変更

前後のベスト 4 以上の試合のデータを比較し、どのような変化が見られたのか分析を行った。また、

日程変更のねらいが達成されていたのかを確かめるために、メンバー構成についても調べた。 

メンバー構成に関しては、日程変更後で変化したチームが多数存在した。しかし、主力クラスの 3

年生は多く残っていた。ゲーム内容に関しては、攻撃が変化したチームが多かった。しかしアタック

のデータは低下していた。それはブロックが大きく影響していた結果が得られた。 

これらのことより、日程変更はプラスにとらえられる面があり、現場にとっても有益な情報を得られ

たと考えられる。そのため、この日程変更は、ある程度の成果を挙げることが出来たのではないかと

考えられる。 
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[Abstract] 

In the 2010 school year, a major change was made in the scheduling of a national 

volleyball tournament for senior high schools in Japan. The tournament popularly 

known as the “High Schools Spring Volleyball (Old HARUKO)”, previously held in 

March, was rescheduled to be held in January the following year as the “All Japan 

High School Volleyball Championship (New HARUKO)”. The aims of the change 

were said to include avoiding a decline in competitive strength by extending the 

retirement period of the 3rd year senior high school students until January. 

With this in mind, this study compared the best 4 or more matches played before 

and after the schedule change. Team composition was also studied. 

As regards team composition, many teams had made changes since the schedule 

revision; but there were still many third-year students providing the mainstay of 

their teams. As regards playing style, many teams made more complex attacks, but 

a smaller proportion of attacks produced decisive results. This is thought to be 

because of an increase in defensive strength, with more blocking and receiving. As 

a result, rallies got longer, producing many matches full of passion and excitement. 

For these reasons, the schedule change is seen as having brought many benefits. 

This is seen as suggesting that to a certain extent the schedule change has been a 

success. 

 

 

 

 

 


