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【要 約】 

柔道選手に要求される瞬発力と持久力を，自転車エルゴメーターを用いた間欠的な全力ペダリング

テストによって簡易に評価できるかを検討するため，大学生の男子柔道選手を対象に 2 つの研究を行

った． 

研究 1 では，22 名の選手を対象に，5 秒間の全力ペダリングを 10 秒間の休息をはさみ，10 セット反

復するテストを行った．全対象者はこのテストを行う以前に，指導者による競技動作の評価に基づき，

瞬発力に優れる選手（14 名）と劣る選手（8 名）とに分けられた．持久力についても同様に，優れる選手

（10 名）と劣る選手（12 名）とに分けられた．その結果，本テストにおける瞬発力指標に関しては指導者

の評価と対応を示さなかったが，持久力指標については対応を示した． 

研究 2 では，実際の柔道の試合において最長時間（5 分間）の競技を行い引き分けとなったケースを

抽出して試合後の血中乳酸濃度（BLa）を測定し，研究 1 におけるペダリングテスト後の BLa と比較し

た．その結果，両者とも 13mmol/L 程度とほぼ同等の値を示した． 

以上の結果から，本研究で用いた間欠的な全力ペダリングテストは，柔道選手の瞬発力を評価する

ことは難しいが，持久力を評価する上では有用であると考えられた．さらにこの運動は，柔道選手に必

要な持久力を改善するためのトレーニングとして活用できる可能性も考えられた． 
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【Abstract】] 

Two studies were conducted with male university judokas, aiming to identify a simple 

method for assessing judoka’s explosive and endurance power by using an intermittent 

sprint pedaling test with a bicycle ergometer. 

In Study 1, 10 sets of repeating tests were conducted, with 5 seconds of sprint pedaling 

and 10 seconds of rest. Participants were 22 students who had been classified by their 

coach into two groups in terms of their explosive power, with 14 participants in the 

higher group and 8 in the lower group. Likewise, for the endurance power, 10 

participants were classified into the higher group, and 12 into the lower group. The 

results of the explosive power assessed by pedaling were different from the coach’s 

assessment, but the results for the endurance assessed by pedaling were similar to the 

pre-test assessment by the coach. 

In Study 2, 7 participants engaged in judo matches for a maximum of 5 minutes. 

Drawn matches were extracted, and blood lactic acid (BLa) was measured. These 

results were compared with those from the pedaling test in Study 1. The values were 

almost equal, 13mmol/L. 

The present results suggest that the intermittent sprint pedaling test is not relevant 

for assessment of judokas’ explosive power, but that it may be useful for assessment 

of their endurance power. Furthermore, this exercise could be used to train judokas 

who need to improve their endurance power. 

 


