
 
 

                   

第3章 投手編 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ピッチングの基礎 
運動ではどの種目でも基本の大切さは言うまでもないが、ウインドミル投法においても同様で

ある。 

では、ウインドミル投法の基礎とは何か？一言で言うならば、それはブラッシング（後述）とブラ 

ッシングのフオームである、すなわちリリース時の形である。 

このブラッシングとその形が安定すれば､ヽピッチングの 70％が終了したと言っても過言では 
 

【ウインドミル投法とは】 
ソフトボールの投法には大別すると、ウインドミル投法・スリングショット・スタンダード投法 

の３通りのタイプがあるが、ここでは現在主流のウインドミル投法について説明する。 

この投法は腕を大きく回転させて投げる為、ウインドミル（風車）投法と呼ばれるものであり、 

遠心力・振り子の原理・てこの応用など物理学的要素が関わっているのでその原理を理解し、ど 

の部分でそれらが利用されるかを知っておく必要がある。 

又、一口にウインドミル投法と言っても 10人いれば 10の投法と 10 の理論があると言われるほ 

ど、人それぞれである。 

フオームとか投法はその人が一番投げやすいと思うやり方で良いのであるが、ここで重要なのは 

それぞれの形でのブラッシング（後述）を一定させ常に同じ形でブラッシングをする事である。 

尚、これから紹介する投法も、一般的なウインドミル投法の―つとして受け止めて頂きたい。 

 

【投手としての適正と、投げられるまでの期間】 

投手として理想の体とは、“骨格がしっかりしている・長身で腕が長く手も大きい・粘りと柔軟性 

のある大くて長い筋肉を持つ・足が速く瞬発力がある・運動神経が抜群で精神力も強く闘争心があ 

る者”が最適である。が、果してこのような人間が何人いるであろうか？ 

まして、小・中学生の心身は発達途上であり、投手として完璧な条件を備えた子供は「皆無に近い」 

と言っても差し支えないだろう。 

 投手としての適正でまず大切な要素は、本人の「ピッチャーをやりたい」と言う“やる気”である。 

選手の素質を見抜き投手の面白さを伝え“やる気”を引き出してやるのも指導者と親の役目である。 

それと同時に、人一倍の努力と続ける事の難しさも子供に説明しておく必要もある。 

次に重要な要素は脚力の強さと速さである（腕を早く廻すには脚力が必要）。 

体は大きい方が有利ではあるが、絶対条件ではない。なぜなら長い腕は大きく回るが、短い腕より 

回転スピードが劣るからである（スピードボールを投げる条件の一つに、速い腕の回転がある）。 

選手は一人一人違う、指導者は個々の特性を見抜きその特徴を引出し、粘り強く“やる気”を継続 

させる事が「投手を育てる」上で大事な仕事の一つである。 

ウインドミル投方は決して難しいものではなく、段階を踏んで正しい練習をすれば誰でも必ず投げ 

られるようになる。（一定のレベルには誰でも達するが、それ以上は素質･体格・練習量等が絡む） 

勿論個人差はあるが、半年でそこそこ投げられるようになり、１年も経てばそれなりに投げられる 

ようにはなるだろう。しかしながら、ここで多くの監督・親が間違いを起こす。 

それは、ある程度投げられるようになると、“早＜試合で投げさせようとする”事から起る。 

後述するが、段階を追って投手を育成すべきであり、試合である程度結果を残せるようになるには 

最低１年半～2 年はかかると考えていいだろう。 

 

ピッチング 
 



ブラッシングとは 
 

ウインドミル投法で腕を回転させリリースの時、その腕を体側（軸足）に接触させる事である。 

具体的には、横を向いた体勢で肩を支点に遠心力を利用して腕を前から後ろに大きく廻し（腕の

廻方は後述）、その腕が体の横を通り体側を通過する時（リリース時）、尺側部（肘のすぐ下の一番

太い部分）の内側面を大腿部（腰骨の後ろ側、ズボンのポケットの部分）に接触させる動作である。 

 

何故この動作が必要か？…肩を支点とした大きな円運動（振り子運動）を、腕を体側に接触させる

事により接触した部分を支点とした二重振り子運動に変え、肘から先のスピードを上げ、てこの応

用で手首のスナップを強く利かせボールを投げるためである。（肘のすぐ下を当てることが重要） 

このブラッシングをする事によりボールは急ブレーキをかけられた状態になり、勢い良く手から飛び

出す。遠心力でボールを加遠させ、二重振り子運動とてこの応用でボールを投げるのである。 

 

※ ブラッシングについては厚く当てるとか、薄く当てるとか指導者により意見が別れる。 

特に最近ニュージーランド投法が紹介されてから、厚く当てる人が多いようである。 

一般には、薄く当てると伸びのある斬れのあるファーストボールが投げられ、コントロールもつけや

すいと言われている。一方厚く当てると、重いフアーストボールが投げられ、変化球が投げやすい

と言われている。このように投法によってもブラッシングは変わってくる。 

指導者は一口にウインドミルと言っても色々な投法がある事を承知した上で、その選手に合った投

法を採用すべきである。             ゛ 

 

ここでは、初期のブラッシング練習ではやや厚くトンと言う感じで当て、手首が自然に返りスナップ

を利用する事を理解させ、上達して行くに従い徐々に薄くしていき、セットからの投球練習の段階

に入ったら薄くピシッとかプッと言う感じ当てるブラッシングをします。 

このように両方のブラッシングを知っていれば、将来変化球を必要とした時、有利かと思われます。 

又、小中学生の時は、変化球は手首や肘に相当な負担をかけるので原則として教えません。 

しかし、チェンジアップは手首への負担が無いので使っても構わないと考えています。 

（一部の指導者の中には、小中学生にチェンジアップは必要無いと言う意見もある。） 

 

ブラッシングはウインドミル投法において最重要課題である。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

ここで小中学生に指導するにあたって最も気を付けなければならないことはスポーツ障害を起こさ

ないようにしなければならないことである。できるからいい、動くから大丈夫 などの考えは持っては

いけないことに早く気付くべきである。ここでもう一度、発育について考えてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



肩の可動範囲 

 

 

 肩の可動範囲は上図に示した通りですが可動範囲限界域で稼働し続けていると肩関節に障害

が出て来ると言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、小中学生の指導にあったっては腕の動かすときは上図の水平屈曲内で動かすように

注意が必要となってきます。 

 



ボールの握り 

ファーストボールのボールの握りは 2 本指と 3 本指で違う

が（親指を除く）、どちらの握りでも、全部の指を縫目にしっか

り掛ける必要がある。（小指は必ず曲げておく）又、スナップを

効かせる為、ボールと手のひらの間隔をなるべく空け、指の

指紋部分の先で軽く握る。（深く握ったり強く握ると手首のス

ナップが効かない。）親指は指先のやや右側でボールを支え

るようにする。 

 

 

【第 1の動作…体を静止した状態でのブラッシング】

➀（構え）  

上体を投球方向に対し左に 30°に開き、両足のつま先を締め腰から下を上体と逆方向の右

に 30°向け、肩の力を抜き楽な姿勢で立つ。（顔は投球方向にしっかり向ける。） 

 

②（腕の上げ） 

体側にある右腕は手のひらを外側（3塁側）に向け、肘を肩の高さまで上げる。同 

に引っ張られて上がる（この時点の練習では肩関節は最上部まで上げない）。 

腕の力を抜き、肘を大きく使い地面と垂直に腕を上げる。 

（第一の動作では左腕を使うと体が動いてしまったり、肩が開くので使わない｡）  写真

1 

 

③（腕の下げ） 

力を入れず上がった肩関節を下げ、肘を軽く伸ばしながら肘先行で腕の重さを利用して手

を体側に降ろす、手のひらは３塁側に向けたままである。 

この時、腕を後方に大きく回しながらおろしてくる。 

 

 



➃（ブラッシング）  
伸ばした肘を再度軽く曲げ、腕を体側に接触させブラッシング（リリース）が行われる。 

この瞬間、肘は一瞬体側に残されたままの状態になり、肘から先だけが体の前を通過して行

く。手首は肘が体側に接触した瞬間、てこの原理でスナップが効き上に跳ね上げられる。写

真 2 

 

➄（フォロースルー）  

ブラッシング後、腕は止めてはならない。腕の力を完全に抜き、肘が自然に前に出る感じで

フォロースルーに入る。 

手の収まる位置は体を静止した状態でのブラッシングであるので、みずおちの高さで、方向

は右斜め前方であり、重要な事はブラッシングをした瞬間手のひらが上に向いていること

である。 

（手ひらを下向きに返すと、スライダー回転やドロップ回転になるので絶対してはならな

い） 

その後、手のひらは手前から廻し込みながら肘。腕を悉皆前に出す。      写真 3 

 

☆ 最初はボールを持たないで練習をし、慣れたら 2ｍ位前に置いたネットに向かって投

げる。 

第一の動作が正しく行えたならば、ボールは右斜め前方に飛び出すはずである。 

練習は小学生で週 3～４日、１日 100～150 球。中学生は週 4～5日、1日 150～200 球が目

安である。 

尚、初期の段階では接触により腕がこすれて痛くなったり、お尻の横があざになったりす

る事があるが、慣れれば痛くなくなるし、運動障害上でも問題ない（練習はなるべく長袖

を着用）。しかし、関節が痛くなったり肘が腰骨に当たるようではブラッシングの方法が

間違っている証拠であり、修正と休養が必要である。 

 

 

ブラッシングが上手に出来ない原因 

1・体が動くと接触の場所がその都度変わり、一定したブラッシングができない。 

（特に上体を正面に廻し向けないように注意する。） 

2・腕を体の真横に上げないと腕を下ろす時、腕が体の前や後ろを通りブラッシングが厚

くなったり薄くなったりしてしまう。腕を体の真横に真っ直ぐ上げて、真っ直ぐ降ろ

す。 

地面に対し、腕を垂直に振る事がである。(時計の振り子のように) 

3・人間の防衛本能が働き、衝突してくる腕を腰が本能的に避けようとし、無意識に腰が

引ける。  



4・肘が伸びきっていると手首に近い所が腿に当たったり、ボールが脚に当たってしま

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ブラッシングの悪い例                  

 

                     

 

 



 

 

 

 



 ブラッシングの必要性について 

ウインドミル投法におけるリリース時の接触効果                

                   早稲田大学大学院 論文より 

平均ボール速度は、前腕部と大腿部が接触させた場合２９．０ｍ/s、させない場合２６．３m/s

であり、有意な差が認められた。フォワード期に要した時間は、接触させた投法では０．０６

sec と一定の値を示し、指先の速度が最高に達したときにリリースしているのにたいし、接触

させない投法ではその時間にばらつきが見られ、指先の速度が最高速度を過ぎてからリリー

スをするという結果になった。 

接触させた投法はリリースﾎﾟｲﾝﾄが一定しており、コントロールがつきやすいのではないかと

思われる 

 

ソフトボール・ウインドミル投法における ２次元動作分 

２００８年度早稲田大学卒論より 

ブラッシングをした場合としない場合に生じるパフォーマンスの差異について 

 結果 手首の速度平均は接触なしの方が速度が高かった。 

     ボールの初速は接触した方が高かった 

リリースﾎﾟｲﾝﾄでの手首の速度は接触した場合のほうが低下していた。これは、接

触により近位部分の速度が減速されると、その遠位部分の速度が増大し、近位から

遠位にかけてエネルギーが転移するという原理によって引き起こされたと考えられ

る。つまり接触動作により手首のスピードを一瞬減速させることによって、遠位部

へのエネルギーの転移を引き起こし、手首から先の動きが速くなったと考えられ

る。 



☆ 接触動作が手首のスナップ動作を生み出すことが、接触によってボールスピード

が高まる要因であると考えられた、 

 

【第 2の動作…下半身の利用と体重移動と腕の回転】 

第一の動作に下半身の動きと大きな両腕の動きを加えた動作であり、体重移動と股の締

め、腰と左脚（ステップ足）のねじりによる力強くスピードのあるブラッシングがここで

の重要な課題である。 

 

①（構え） 

構えは第一の動作と同じであるが、スタンスをやや広く構える。 

慣れるまではボーソレもグローブも持たずに、両手のひらは右手を上に上向きに重ね、腕

が楽に伸せる位置（ヘソの下辺り）に置き構える。この時、顔はしっかり投球方向に向け

る。。 

 

②（腕の振り上げと右脚への体重移動） 

左足を浮かせながら、全体重を右脚に乗せる。 

この体重移動の動きに合わせながら両手を下から大きく円を描くように持ち上げ、両腕で

頭上に大きな輪を作る。この時、背筋を伸ばし胸をしっかり張り府関節を最上部まで上げ

る。 

※ なれてきたら、腕を回転させる。（下記参照）             

 

③（左脚への体重移動・ねじり・ブラッシング） 

左足を降ろしたら固定し（この時点ではまだ後ろ脚体重）、股を締め付けながら右脚から

左脚にー気に体重を移動させる。その力を利用して両腕を素早く体側に引き付け腰を切

る。（股を締める強さと速さがボールのスピードに関係する） 

股の締め・体重移動・左腕の引きの力を利用して右腰・右腕を左脚に引き付け腰を切りな

がらブラッシングをする。 リリースの時に全てのエネルギーを集中するのである（右脚

は体を支える程度）。これら－ヽ速の動きは瞬時に行われるが、下半身を先行させる事が

重要である。 

☆この時、関節から足の内側に力を入れ右腰は鋭く左に切り、左足の内側にできた壁にぶ

つける。 

 （左に腰を切る時の支点は、左足の股関節である｡） 

☆第２段階では、しっかりした体重移動は必要だが、重心の移動は少なくて良い。   

 

④（フォロースルー） 

リリース後のフォロースルーは大変重要であり、コントロールやボールの勢い・切れに影

響を与える。 

ブラッシング後左脚の捻りを緩め、体の右側部分を投球方向に向けて行き、腕の動きが止

まるのは、手が顔の高さまで上がってからあり、全ての動きの最後となる。特に肘と手の

動きは重要であり、手と肘は投球線上を出来るだけ長くボールを追い続ける必要がある。 

尚、手のひらはブラッシングでお腹側に返った後、手前から前方へ突き出すようにする。  

 



各部分の詳しい動き 

（左脚） 

左足を降ろすと同時に膝を軽く曲げ（ショックを和らげる）足の指でしっかり地面を掴

み、つま先の角度約 45°を保ったまま一軸のねじりを作る。 

左脚の踏ん張り（捻りの項参照）で左足内側に壁を作り、右側から来る力をここで受け止

める。 

ブラッシング時の左脚の安定は非常に重要であり、足の裏がズレたり、膝が緩んだり、伸

び切ってしまうとボールのスピードやコントローソレに大きなマイナス要因を与えてしま

う。 

 （右脚） 

股の締め付けを素早く行う為、右足はつま先で地面を強く蹴る。（この時、体重は右足に

多く残す） 

次に、体が浮かないように膝に角度を作り左膝の下に押し込むように股の締めによって左

脚に引き付ける。（つま先は親指の横腹だけで地面を削るように、角度を保ったまま前に

移動する） 

左膝の角度より右膝の角度が鋭角になる事により、右府右腰が下がり腕の回転を大きくす

ると共に、低い位置でボープレを放す事ができる。 

 （腰） 

右腰は股の締めにより左脚の壁に引き付けられ、ブラッシングの瞬間に左脚のねじりの力

により鋭く左に切ったら左壁にぶつける。 

 

 (左腕) 

頭上にある左腕は、内側に捻りながら一気に鋭く遠く体にぶつけるように体側に引き付け

る。 

左腕の働きは大変重要であり、左腕を遠く強く引く事で体の右側の動きも遠く鋭くなる。 

左手(グローブ)の収まる位置は体側であれば腿・腰・胸どこでも構わない。しかし、体の

外側に 

引くと、上体が回ってしまい左の壁ができにくくなり、内側に引けば胸が張れない。 

 

（右腕） 

頭上にある右腕は、計を伸ばしながら外側に大きく広げ、下半身の動きに連れられて体側に

鋭く 

引き付けられ、再良計を軽く曲げブラッシングする。府・計・手の順で降ろされ、ブラッシ

ング 

直前まで手のひらは三塁側を向いているが、腰をひねる事により手のひらは投球方向に向

く。 

腕の回転は、頭上からリリースまでの部分を最も大きく遠く鋭く使う。 



 

 

 

                      

（腕の回転について) 

※ ボールは最初から最後まで投球線上を垂直に廻す。                    

※ ボールをー塁側に向けて廻し始め(内廻し)、トップ(ボールが頭上の位置)を過ぎたら

上向きに返し、リリース直前の瞳の動きで三塁側に向く。※ 肩を支点とした回転であ

るが、回転を大きくする為に、肩関節を大き＜廻す。 

  トップでは肩関節を最大限に上げ、リリースでは一番下まで下げる。 

  ボールを大きく廻すのではなく、肩・肘を大きく廻す。 

※ ボールの回転は真円ではなく、トップからリリース部分の回転が最大となる。 

※ 腕は下半身に引っ張られように、肩⇒計⇒ボールの順で柔らかく鞭のようにしならせ

て廻し、 

  腕を棒にして廻してはならない。(肘先行でブラッシングする事) 

※ 最初から速く廻そうとせず、リリース時に最大のスピードになるように加速させなが

ら廻す 



【第 3の動作…ステップと大きな重心･体重移動と 

腕の回転の関係】 

ここでの重要課題は、ステップによる前方への身体の加速と素早い重心・体重移動と正しい

腕の回転であり、上半身と下半身のバランスを取りブラッシングのタイミングを覚える事

である。 

 

①(構え) 

左府を 3 0°(11 時の方角)に外に開き構える。(つま先は 1:30 の方角) 

肩の力を全て抜き、グローブでボールを包み体の前面に置く。 

 

②(投球準備) 

肘のリードでボールを真っ直ぐ後方に引き(テイクバック)、軸足に全ての体重を乗せる。同

時に上体を投球方向に少し前傾させながら、ステップ足を浮かせる。(高く上げない) 

 

③(投球) 

軸足の踵を浮かせ全体重をつま先に集め、上体をさらに前傾させ十分力が溜まったら強く

前に蹴り出す。と、同時に前傾した体を素早く起こし、ステップ足を大きく前に踏み出す。 

両腕は下半身の動きと上体を起こす動きに引っ張られるように、頭の上まで振り上げる。 

(ボールは、後方への引き、振り上げ、そしてトップを過ぎるまで常に一塁側を向いている｡) 

次に、動きは下半身先行で、左足をしっかり固定させてからブラッシングに入る。 

ここで気を付ける事は、歩幅を広くしてブラッシングするのではなぐ股の締めと左腕の引

きで体の右側をステップした左脚にしっかり引き付け、第２の動作と同じ形でブラッシン

グしなければならない事である。右足の強い蹴り・堅固な左の壁・遠い股の締め・左腕の引

き・鋭い腰の切りが腕の回転を遠くする。      写真 8.9（ステップ幅に注意） 

  

④（フォロースルー） 

第２の動作と同じであるが、広いステップにより体の勢いが増してフォロースルーが大き

くなる。 

上体を捻り、体の右側（足から手まで）を投球方向に向けていくが、この時上体が前のめり

になったり流れたり、腰を曲げて体重を後ろに残したりしない。 

正しい動作での投球終了時のフォームならば、前後左右の体の傾きがなく左脚と上体が一

直線になり、ほとんど左脚一本で立つ事が出来る。身体全体の捻りはフォロースルーまで統

くのである。 

（右脚は左脚の後ろ近くに収めても、そのまま跳ね上げ左脚の横まで廻しこんでも良い｡） 



    写真 7        写真 8        写真 9        写真 10 

 

【第４の動作…セットからの投球】 

最後の段階に入るが、第３の動作と違うのは正面向きの構えから横を向くまでの動作が加

わるだけであり、第 1～第３の動作をしっかりマスターしてから第４の動作の練習に入るべ

きである。 

ここでは体の動きが大きくなる分、そのバランスとブラッシングのタイミングに注意する。 

 

①（構え・セット） 

プレートに両足を乗せ（左足はつま先レ右足は指の付け根辺り）、体を投球方向に正対させ、

体重を左脚に乗せ胸を張り、両手を体の前面に置きしっかり停止させる（2 秒以上 10 秒以

内）。この時、右足のつま先を１時の方角に少し開いておくと横向きになりやすい。 写真

11 

 

②（腕の振り上げ） 

体を前傾させながら軸足への体重移動を始め、テイクバックに入る（肘先行）。軸足のつま

先に十分溜めを作り、その力と前傾させた上体を起こす力を利用して強く前に蹴り出し、腕

の振り上げに入る。右脚を前にした短距離のスタートを想像してもらいたい。 

（ステップと腕の振り上げの関係は、強く蹴り出すのが先で次に上体を起こしながら腕を

廻す｡） 

ステップした左足を右足のつま先からホームベースまでの直線上に着地させ（左足裏の土

踏まずが線上に乗る）、しっかり地面を掴み、左脚を固定し壁を作り右側からの力を受け止

める準備をする。 

ステップ足の着地は、踵からとか、つま先からとか色々な意見があるが、ここでは足の裏全

体とする。（着地と同時にステップ脚は股関節を固定し、内側の筋肉を締める）。 写真 12.13 

又、つま先の角度についても色々な意見があるが、ここではつま先は 45°内側に閉めてお



くとする。 

☆セットから腕の振り上げまで、グローブはボールを隠すため常にボールの前にあるので

両手は同じ方向に同じように動く。よっで左肩はテイクバックでやや内側に入り（10 時方

角）、その肩を 

投球方向に向けながら横向きになり腕の振り上げをする。この時、体の向きは真横ではなく、

や 

や肩を開いた方が（11時方向）腕の回転はスムーズに行える｡ 

又、肘はテイクバックで外側に出ても横わないが、ボールと右肩はテイクバックからフォロ

ース 

ルーまで常に投球線上を移動させる事が重要である。 

☆セットに入るまでの動作から、セットでの体重移動・テイクバックの形までが最も個性の

出る部分であり、自分の投げやすい動作で構わない。極端な言い方をすれば、ブラッシング

の形さえしっかりしたものであれば、フォームは自分の好きでいいのである。 

 

③（腕の振り下ろし・ブラッシング・フォロースルー） 

この部分は第３の動作と全く同じであるがよりー層前に出る力が強くなり歩幅も広くなる

ので、体の右側の引き付けを十分する必要かおる。 

又、第４の動作では体の動きと腕の回転をバランス良く行い、ブラッシングの時に全てのエ

ネルギーを集約させる必要がある。 

フォロースルーの後の左足は踏み変えで捕球体勢に入る。 

 （投球後、捕球体勢に入る必要はあるが、しっかりしたフォームで投げ切る事が先である｡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 11                写真 12 

  

 

 

 



 

  

【各動作での要点と注意事項】 
 

第１の動作 ブラッシングを覚える 
  

※腕と腰の正しい接触によるスナップの使い方を覚える事に重点を置く。 

 

・ボールを投げるのではなく、腕と腰の接触でボールが飛び出す感覚を覚える。 

・腕の力を抜き肘を大きく使い、腕を地面に対し垂直に上げ垂直に降ろす。 

・手のひらの向き（しっかり三塁側に向ける）と、肘先行でブラッシングする事に注意す

る。 

・この段階では強さも速さも必要ない。身体を静止させ、動くのは肩関節・腕だけであ

る。 

 

第２の動作 下半身の使い方・ブラッシングの形・腕の回転を覚え

る 
  

※ 下半身の形を作ってからブラッシングをする事を理解し、右側から左側への体重の移

動と股の引きつけが重要課題である。（この動作では、重心の移動はあまり意識しないで

よい） 

 

・左足は着地したら足の指でしっかり地面を掴み、足の裏から股関節までの内側に力を入

れ、右脚の引付けと捻りの準備をする。 

・股を閉めつける力で右脚を素早く左脚に引きつけ、右脚から左脚へ体重を移動させる。 

・腰を左に切りながらブラッシングをし、左脚の壁に右腰をぶつける。（・両腕は大きく

使う。（腕の回転についてを参照） 

 

第３の動作 素早い重心・体重移動とブラッシングのタイミングを覚える 

  

※ボー･ルの速さは、腕の回転の大きさと速さ、重心と体重移動の速度を合わせたもので

決まる。 

※重心と体重移動・腕の回転・ブラッシングのタイミングを探す。 

 

・全体重を右脚に乗せ､スタートを切りやすいように上体を前傾させる。 

・右足のつま先一点に体重を集め､.体が前に出てしまうギリギリまで力を溜め､一気に前

方へ蹴り出す。 

・左脚を前に踏み出し､着地したら固定し右脚の引き付けと捻りの準備をする。 

・下半身を安定させブラッシングをする。 

 

第４の動作 リズミカルでパランスのとれた動きを覚える 
 

※セット⇒テイクバック⇒蹴り⇒重心と体重の移動･腕の振り上げ⇒左脚の固定⇒右脚の

引付け･腕の振り下ろし⇒腰の切り･ブラッシング⇒フォロースローまでの一連の動作を連

続してスムーズにリズミカルに行う。 



 

・セットからフォロースルーまでは一連の動作であり、区切らずにスムーズにリズミカル

に行う。 

・力を入れる場所・抜く場所を覚える。 

・身体の中に一軸を作り、その一軸に沿って体を捻る。 

・一輪は地面と垂直に使う、それに伴い腕も地面と垂直に回転させる。 

・ブラッシングの時に全てのエネルギーをその一点集中させ、そのエネルギーをホームベ

ースまでの直線状に解き放つ。 

 

※スピードが 100％の時､パワーが 30％であれば､最大の運動エネルギー（勢い）が発生す

る。 

 従って、力を最大に出す事より、体のスピード･腕を回転させるスピードを最大にする

努力をする。 

 

付録  

１・投球時に踏み込み足が地面から受ける力 

 

 

 

 

 



２・骨盤と骨盤に作用する回転作用 

 

 

３・ウインドミル投法のボール初速度に及ぼす要因に関する研究 

日本体育大学大学院・日本体育大学。国立スポーツ科学センター 

 

 本研究では軸足・着足床反力とボールスピードとの相関関係、ボールス

ピード高速者の軸足・着足床反力と投球動作との時間的関係および着足

床反力(ベクトル)の特徴を検討した。  

 結果  着足最大床反力とボールスピードとの間には正の相関関係が見られた。 

● 着足がボールスピード増大に影響している 

 

４・まとめ 

投球腕の力学的エネルギーに、そのエネルギーピーク値の約 30～60%の増加 

が見られた。 

この間の手+ボールのエネルギー増加の要因は、主に上体のエネルギーが上腕

と前腕を通り、手+ボールへと移動したことによると推測された。すなわち、

振り下ろし局面の前までに、下半身で産み出されたエネルギーを上体に伝えて

おくことが重要であり、さらにそのエネルギーを振り下ろし局面で投球腕を通

して手+ボールへうまく伝えることが重要であると思われる。 


