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Abstract

Purpose: The purposes of this study were 1）to identify the relationship among foot alignment,

static body balance and muscle strength of leg in junior high-school students, and 2）to determine the

relationship between these measurements and experience of sport activities. 

Methods: 183 junior high-school male students（12.6±0.5years） participated in this study. The

subjects performed isometric quadriceps muscle strength measurement and static balance tests for 1

minute with opened eyes or with closed eyes. The alignments of lower leg were consisted of leg-heel

alignment and calcaneus alignment during resting calcaneal stance position. Pearson
,
s correlation

coefficients were calculated to determine if the relationship existed between each measurement. 

Results: The subjects in this study had ideal range of motion on ankle dorsiflexsion with the full-extended

knee and with the flexed knee by 90 degrees. The muscle strength of quadriceps in the subjects were

32.71±8.84kg which was equal to 70 % of body weight. There was a significant relationship between body

characteristics（height, weight, lean body mass）and muscle strength of leg（r=0.58,0.618,0.56;p<0.05）. 61

subjects had over-pronated calcaneous during the resting calcaneal stance position. There were 4

students who had over-pronated foot regarding the leg-heel alignment and the posterior bisection line

of the calcaneous during the resting calcaneal stance position.

Conclusions: The present study showed that there were not significant relationships among lower leg

and foot alignment, flexibility, muscle strength of leg, and the experience of sports.
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目　的：

日本の履物に関する文化が、草履や下駄から足全体を

覆う西洋の靴の文化に移行している。そのため、足趾の

可動が制限され、足自体が長時間圧迫される傾向にある。

家庭内でもスリッパを履く傾向にあり、裸足になり足趾

を動かす機会も少なくなっている。安積1）らは、草履な

どをよく履く児童は、靴をよく履く児童と比較して、内

側縦アーチが高く（土踏まずが高い）、足幅が広いため

に、バランスのよい逆三角形の足型をしていると報告し

ている。しかし、塾およびテレビゲームなどによる一日

の身体的活動量（運動、歩行）が低下しているために、

足の趾を使うことが少なくなり、足底筋膜の緩み、バラ

ンス能力の低下、および足部の形成異常（浮き足）を引

き起こしていると報告している。このように下肢の運動

量の低下が、足部のアライメント異常を引き起こすと考

帝京大学スポーツ医療研究　創刊号：3－8 平成21年（2009年）２月

－ 3 －

P03～P08蛭間  09.4.9 5:10 PM  ページ 3



えられる。この足部のアライメント異常は、日常生活で

以下の影響が及ぶと考えられる。

１．歩行サイクルでの接地期から立脚中期への移行にお

いて、足底部全体の接地が早くなる。これにより、下

肢への衝撃緩衝作用が低下し、膝関節や足部の障害を

引き起こす可能性がある。

２．歩行の立脚中期では、踵骨が過剰に外反することで、

距骨下関節が過回内状態になる。このことは、推進期

に距骨下関節が十分な回外状態にならないために、膝

関節や下腿部の障害あるいは足部の障害を引き起こす

可能性がある。

３．静止状態においても距骨下関節が回内することで膝

が内旋し、膝の内側や大腿部外側に負担がかかる。こ

のことは、母趾球と踵骨の２点で身体を支えるために、

長時間の立位姿勢を維持するのが困難である。

成長期にある中学生の体力は、低下傾向にあることが

報告されている。さらに、数分間の直立姿勢を維持する

ことが困難になっている傾向がある。これにより、人間

の二足歩行に関与している抗重力筋（僧帽筋、背筋、大

腿四頭筋、下腿三頭筋）の低下あるいは、バランス機能

の低下が考えられる。Barber-Westinら3）は、ドロップ

ジャンプの着地時のアライメント異常やホップ時におけ

る下肢の左右のアンバランスが、成長期の生徒に多く見

られると報告している。これらの異常やアンバランスは、

スポーツ障害や外傷の発生と有意な相関関係にあると指

摘している。また、Harmonら12）の研究において、10歳

前後の成長期にある競技選手は、運動中に前十字靭帯損

傷発生の可能性が高く、その原因は筋力の低下、筋活動

の低下および着地技術の低下が関与していると報告して

いる。Wolffら26）は、成長と身体バランスの関係につい

て検討した結果、子供よりも青年、青年よりも成人に高

い身体バランスが認められたと報告している。このよう

に、成長期にある生徒は、体力低下などによりスポーツ

障害や外傷になりやすい傾向にあると考えられる。また、

成長期にある一般生徒の下肢筋力、運動習慣、バランス

能力、及び下腿と足部のアライメントの関係については、

検討されていない。

よって、本研究は、人間の身体を支えまた負荷がかか

りやすい足部と下肢に焦点をあて、１）成長期にある生

徒の脚筋力、静的バランス能力および足部のアライメン

トの関係、および２）これら3つの因子と運動習慣の関

係を検討することを目的とした。

方　法：

被検者は、R中学校１年生男子約183名とした。生徒の保

護者および生徒本人が本研究の内容を充分に理解し、承諾

書を提出した後、本研究に参加した。さらに、本研究はR中

学校長の承諾を得て、中学校施設内で実施した。

測定項目は、身体的特徴、下腿部と足部のアライメン

ト、静的バランス、等尺性最大随意脚筋力、および足関

節の柔軟性とした。

身体的特徴は、身長、体重、上腕背部と肩甲骨下角部

の皮下脂肪厚を計測し、体脂肪率とBody Mass Index

（以下　BMI）を求めた。身長は、身長計を用いて３回

計測し、その平均値を測定値とした。体重は、体重計

（TANITA社製）を用いて、小数点第二位まで計測した。

体脂肪率は、利き腕の上腕背部中間位および肩甲骨下角

部を各３回計測し、その平均値を測定値とした。この上

腕背部と肩甲骨下角の皮下脂肪厚の和から、下記の

Nagamine式に代入して体密度を求めた。

D=1.0868－0.00133＊（上腕背部と肩甲骨下角の皮下

脂肪厚の和）

さらに、下記のBrozekらの式を用いて、ここで求めた

体密度から体脂肪率を推定した。

%fat＝（4.570／D－4.142）＊100

BMIは計測した身長および体重の値を用いて、下記の式

から求めた。

BMI＝体重（kg）／［身長（m）＊身長（m）］

静的バランス能力は、開眼および閉眼時における静的

重心動揺から評価した。静的重心動揺の計測は、重心動

揺計（ANIMA社製）を用いて測定した。被検者は、壁

から1.5mに設置された重心動揺計に開眼立位の姿勢で

のり、１分間の重心動揺を測定した。また、同様の方法

で、閉眼立位姿勢の重心動揺も１分間測定した。各１分

間における重心総移動距離と重心移動外周面積を計算

し、測定値とした。

筋力は、座位にて利き足の大腿四頭筋等尺性最大随意

筋力を張力計（ANIMA社製）で測定した。この座位の

姿勢は、膝と股関節は90度屈曲位にし、計測時間は10

秒間とし、各３回実施し、最大値を測定値とした。

柔軟性は、足関節の可動域から評価した。足関節の可

動域は、股関節と膝関節90度の仰臥位における足関節

最大背屈角度をグラビティーゴニオメータで３回計測

し、平均値を測定値とした。また、股関節と膝関節伸展

位における足関節最大背屈角度も同様に計測した。

足関節のアライメントは、安静立位（足は肩幅）にお

けるleg-heelアライメント（下腿部と踵部のそれぞれの

２等分線が成す角度）、下腿部および踵骨部の２等分線
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と床面との角度をトラクトグラフィーでそれぞれ3回計

測し、平均値を測定値とした。

さらに、定期的に行っているスポーツ種目および競技

年数についてのアンケート調査を実施した。

各測定値は平均と標準偏差で示した。さらに、SPSS統

計処理ソフトにあるpersonの統計処理により各測定値

間の相関係数を求め、有意差検定を行った。危険水準は

p<0.05とした。

結　果

表－１は、本研究の被検者の身体的特徴とスポーツ歴

の結果を示している。身長、体重、BMIおよび体脂肪率

は、それぞれ157.47±11.67cm、47.33±9.23kg、18.95±

2.60および14.75±4.53%であった。運動系クラブ活動への

参加年数は、24.8±27.1月であった。本研究の被験者は、

標準体重よりも１割程度の軽い傾向が認められた。また、

BMIおよび体脂肪率から痩せている傾向が認められたが、

体脂肪率が20%以上の生徒も５名（そのうち２名は30%

以上）いた。しかし、体脂肪率10%以内の生徒も多く、

特に競技スポーツ選手にはその傾向が顕著であった。

表－２は、足関節の可動域、大腿四頭筋の最大随意筋

力および開眼・閉眼時における身体動揺の結果を示して

いる。股関節と膝関節90度屈曲位と伸展位での足関節

背屈可動域は、それぞれ19.8±6.3度と24.9±8.4度であっ

た。股関節と膝関節屈曲位における足関節背屈可動域は

ヒラメ筋の柔軟性に関与しており、股関節と膝関節伸展

位における足関節背屈可動域は腓腹筋の柔軟性に関与し

ていると報告されている。腓腹筋の可動域がヒラメ筋よ

りも低いことから下腿の柔軟性不足が考えられる。大腿

四頭筋の等尺性最大随意筋力は32.71±8.84kgであり、

体重１kg当たりの脚伸展筋力（WBI）は、69.07±15.40kg

であった。開眼時における１分間の重心動揺の距離と外

周面積は、それぞれ48.26±14.99cmと2.59±1.37cm2であ

った。これらの開眼時の値は、閉眼時における重心動揺

距離（57.83±22.09cm）と動揺外周面積（3.04±2.52cm2）

よりも低い値であった。これらの閉眼における重心動揺

距離と動揺外周面積は開眼と比較して、それぞれ20%と

19%増加していた。

表－３は、安静立位における被検者の下腿部および踵

骨部２等分線の傾きを示している。下腿部の２等分線が、

床の面に対して内側５度以上傾いている場合を内反と

し、外側に５度以上傾いている場合を外反とした。内反

は60名、外反は38名であった。また、踵骨の２等分線

が、床の面に対して５度以上外反している場合を過回内

とし、５度以上内反している場合を過回外とした。過回

内は60名、過回外は38名であった。さらに、別の過回

内評価法であるleg-heelアライメントの角度が13度以上

の生徒は、４名であった。

表－４は、身体的特徴、体力および下肢アライメント
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Range of Motion Isometric Muscle Strength Postural sway 

mean�
SD

19.8�
±6.3

w/ extended knee & hip�
（degrees）�

24.9�
±8.4

w/ flexed knee & hip�
（degrees）�

32.71�
±8.84

Quadriceps�
（kg）�

69.07�
±15.40

WBI*�
（kg・kg－1）�

w/ opened eyes w/ closed eyes

48.26�
±14.99

Distance�
（cm）�

2.59�
±1.37

Area�
（cm2）�

57.83�
±22.09

Distance�
（cm）�

3.04�
±2.52

Area�
（cm2）�

　Values are given as mean ±SD�
＊：WBI stands for Weight Bearing Index（体重支持指数）�

Table-2. Flexibility, isometric muscle strength and postural sway of subjects.

60

Lower leg＊1 Calcaneus＊2 Leg-heel Alingment＊3

Varus�
（n）�

35

Valgus�
（n）�

85

Normal�
（n）�

15

Supination�
（n）�

61

Over-pronation�
（n）�

107

Normal�
（n）�

4

Over-pronation�
（n）�

179

Normal�
（n）�

＊1： The normal means that the angle between the bisection line on the lower leg and the ground is less than  5degrees.�
＊2： The normal means that the angle between the bisection line on the calcaneus and the ground is less than  5degrees.�
＊3： The normal means that the angle between the bisection lines on the lower leg and on the calcaneus is less than  13 degrees.

Table-3. Foot and leg alingment of subjects

mean�
SD

12.6�
±0.5

Age�
�

157.47�
±11.67

Height�
（cm）�

47.33�
±9.23

Weight�
（kg）�

18.95�
±2.60

BMI�
（kg・kg－1）�

14.75�
±4.53

%Fat�
（%）�

40.17�
±7.68

Lean Body Mass�
（kg）�

25.40�
±1.27

Size of foot�
（cm）�

24.8�
±27.1

Experience of Sports�
（months）�

Values are given as mean ±SD

Table-1. Characteristics and sport experience of subjects.
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の測定結果における、相関関係を示している。身長と体

重（r＝0.736;p<0.01）および体重とBMI（r＝0.876;p<0.01）

に有意な相関関係が認められた。また、BMIと体脂肪率

にも有意な相関関係が認められた（r＝0.646;p<0.01）。

しかしながら、各身体的特徴と運動歴には有意な相関関

係が認められなかった。

大腿四頭筋の等尺性最大随意筋力は、身長（r＝

0.580;p<0.05）、体重（r＝0.618;p<0.01）および除脂肪体重

（r＝0.560;p<0.05）とそれぞれ有意な相関関係が認められ

た。この最大筋力は、体重指示指数（r＝0.701;p<0.01）とも

有意な相関関係が認められた。開眼時の重心総移動距離

と重心移動外周面積（r＝0.70;p<0.01）、閉眼時の重心総移

動距離（r＝0.84 ; p<0 .01）と重心移動外周面積（r＝

0.54;p<0.01）に有意な相関関係が認められた。しかしなが

ら、足関節の背屈可動域、脚伸展筋力および重心動揺の各

測定値と運動歴には有意な相関関係が認められなかった。

下腿部２等分線の傾きあるいは踵骨２等分線の傾きと他

の測定項目との相関関係は認められなかったが、下腿部と

踵部には有意な相関関係が認められた（（r=－0.53;p<0.05）。

考　察

近年、成長期にある中学生の体力は、低下傾向にある

ことが報告されている。また、数分間の直立姿勢を維持

することが、困難になっている傾向がある。これは、人

間の二足歩行を可能にしている抗重力筋（僧帽筋、背筋、

下腿三頭筋）の低下が考えられる。また、運動不足や足

部のアライメント異常（偏平足や足趾の浮き足）による

バランス機能の低下も考えられる。本研究は、人間の身

体を支えまた負荷がかかりやすい足部と下肢に焦点をあ

て、中学生（12.6±0.5歳）の身体的特徴、運動歴、及び

体力（柔軟性、脚筋力、重心動揺）が下腿部や足部のア

ライメントに及ぼす影響について検討した。本研究の被

検者は、標準体重やBMIから判断すると、やせ気味の傾

向が認められたが、スポーツ歴との間に有意な相関関係

は認められなかった。また、体脂肪率が30%以上の生徒

も２名いたが、１年以上のスポーツ歴があった。これら

の原因として、本研究の被検者は全員がバスあるいは電

車での通学している生徒であるが、生徒の健康維持増進

の一環として、体調不良などの特別な場合を除いて、バ

スや電車での着席をしないように指導されている。また、

最寄り駅から山の中腹にある校舎までの上り坂を、約

20分間以上歩く必要があり、本研究の被検者は同年代

の生徒より日常的な身体活動量が多いと考えられる。こ

のことが本研究被検者にやせ気味の傾向が認められた結

果であると考えられる。これらのことから、本研究の被

検者は同年代の生徒達より日常的な身体活動量が多いと

考えられる。安積ら1）は、男子の足の成長は、４～６歳

で鈍るが11～15歳で再び速くなり、17歳ぐらいで大人

の機能やサイズになると報告している。本研究の被検者

である中学校１年生は年齢的にも成長期にあり、身体的

なバランスや足部のアライメントを形成するのに重要な

年齢であった。

重心動揺から評価した身体バランスは、９歳から10

歳の子供たちよりも、15から18歳の子供たちに有意に

高いバランス能力が認められると報告している26）。さら

に、10歳代あるいはそれよりも低年齢の子供たちより

も、成人が有意に高いバランス能力を有している。その

原因として、低年齢の子供たちは成人よりも耳の前庭シ

ステムが成長過程にあるためであると報告している8）。

別の先行研究では、10歳代前後においては、男子より

も同年代の女子がよい身体バランス能力を持っており、

男女の発育発達の差が関係していると報告している。ま

た、身体動揺から評価したバランス能力と片脚ホップテ

ストとの関係についての先行研究がある2）17）。これらの

研究において、16歳から48歳の被検者は、バランス能

力と片脚ホップテストには有意な相関関係が認められた

と報告している。本研究も、身体重心の移動距離と移動
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Height(cm)�
Weight(kg)�
%fat(%)�
LBM(kg)�

Foot size(cm)�
Events�

Experience(months)�
ROM w/exten(degrees)�
ROM w/flex(degrees)�

Lower leg alingment(degrees)�
Calcaneou alingment(degrees)�

Quadriceps (kg)�
WBI (kg・kg-1)�

Sway Distance w/opned (cm)�
Sway Area w/open (cm2)�
Sway Distance w/closed (cm)�
Sway Area w/closed (cm2)

0.736**

*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 

－0.047 �
0.434 

0.831***�
0.963***�
0.156 

0.713**�
0.715**�
0.037 �
0.783**

－0.053 �
－0.079 �
0.017 �
－0.091 �
－0.119 

0.079 �
0.008 �
－0.020 �
0.025 �
0.048 �
0.419 

－0.290 �
－0.403 �
－0.086 �
－0.414 �
－0.266 �
0.095 �
0.013 

－0.062 �
－0.157 �
－0.097 �
－0.132 �
－0.093 �
0.155 �
0.110 �
0.575*

－0.161 �
－0.025 �
0.033 �
－0.039 �
－0.144 �
－0.061 �
0.037 �
0.116 �
－0.009 

－0.123 �
－0.151 �
－0.058 �
－0.138 �
－0.091 �
－0.093 �
－0.013 �
0.145 �
0.092 �
－0.536*

0.580*�
0.618*�
－0.708**�
0.560*�
0.608*�
－0.019 �
0.033 �
－0.167 �
－0.004 �
－0.054 �
－0.064 

0.041 �
－0.117 �
－0.116 �
0.053 �
0.053 �
0.047 �
0.056 �
0.170 �
0.166 �
－0.061 �
0.036 �
0.701**

0.096 �
－0.041 �
－0.071 �
－0.021 �
0.018 �
0.070 �
－0.007 �
0.070 �
0.150 �
－0.152 �
0.032 �
－0.043 �
－0.003 

0.051 �
－0.055 �
－0.034 �
－0.043 �
－0.011 �
0.059 �
0.048 �
0.148 �
0.155 �
－0.045 �
0.007 �
－0.119 �
－0.127 �
0.710**

0.065 �
－0.063 �
－0.050 �
－0.050 �
0.048 �
0.080 �
－0.007 �
0.088 �
0.198 �
－0.141 �
0.026 �
－0.075 �
－0.021 �
0.848**�
0.545*

－0.025 �
－0.087 �
－0.022 �
－0.088 �
－0.085 �
0.086 �
－0.001 �
0.155 �
0.153 �
0.025 �
0.091 �
－0.139 �
－0.122 �
0.369 �
0.517*�
0.493 

Height�
（cm）�

Weight�
（kg）�

%Fat�
（％）�

LBM�
（kg）�

Foot Size�
（cm）�

Sports Event Sports Experience�
（months）�

w/ knee exten�
（degrees）�

w/ knee flex�
（degrees）�

Lower leg�
（degrees）�

Calcaneou�
（degrees）�

Quadriceps�
（kg）�

WBI�
（kg・kg-1）� Distance（cm）� Distance（cm）�Area（cm2）�

Range of motion Foot alingment Muscle strength Postural  sway
w/opemed eyes

Area（cm2）�
w/closed eyes

Table-4. Correlation matrix for anthropometrics and physiologic variables for all subjects (n=183).          
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外周面積から身体バランスの状態を評価した。本研究の

被験者は、開眼時および閉眼時における移動距離も少な

く、移動外周面積も小さく、静的なバランス能力が優れ

ていたと考えられる。また、開眼時と閉眼時の測定結果

を比較すると、閉眼時は開眼時よりも、移動距離と外周

面積が20％の増加に抑えられていた。このことから、

バランスはよい傾向にあったと考えられる。また、身体

動揺の測定結果とスポーツ歴に有意な相関関係が認めら

れなかったことから、通学での日常的な身体活動がバラ

ンス能力の発達に関与していると考えられる。

本研究では、歩行で重要な役割をしている下腿部の腓

腹筋とヒラメ筋の柔軟性を計測した。腓腹筋は二関節筋

であるため、膝関節伸展位で計測した。同様に足関節背

屈に関与するヒラメ筋は、単関節筋であるため膝関節屈

曲位で計測した。膝屈曲位での足関節背屈可動域は、20

度以上といわれており、本研究の被検者（24.9±8.4度）

は正常範囲の柔軟性を有していた。また、人間は正常な

歩行をするために、股関節と膝関節伸展位における足関

節の背屈可動域は、10度以上必要であると報告されてい

る21）。その理由として、足関節背屈可動域が不十分であ

る場合は、立脚中期における身体が前方移動するタイミ

ング早くなり、足趾を底屈させるために足部のアライメ

ント異常を引き起こす可能性があると報告している21）。

本研究の被検者の膝伸展位における足関節背屈角度は

19.8±6.29度であり、また、下腿部および踵骨のアライメ

ントとの間に有意な相関関係が認められなかった。このこ

とより、足部のアライメント異常は日常の歩行動作が原因で

はなく、遺伝などの他の要因が関与していると考えられる。

膝の外傷や障害には、膝関節自体の動揺20）、下肢のア

ライメント10）15）24）、脚の筋力不足や誤った着地技術12）

が原因であると報告されている。Barber-Westinら3）は

運動中における下肢のアライメントに関する研究におい

て、少年の76%と少女の93%にドロップジャンプテスト

の着地時に、異常な膝の外反が認められた。これは、着

地時の右脚と左脚における膝部と足部のスペースが股関

節幅よりも狭くなるために起こると報告している。この

傾向は、男子生徒よりも女子生徒に認められ、さらに年

齢が低いほどその傾向も高くなると報告している。この

異常な膝の外反は股関節の内転や内旋にも関与してお

り、下肢全体に影響していると報告している。さらに、

膝の等速性筋力については、15歳前後までは脚筋力に

男女差は認められないと報告している3）4）8）19）。また、

膝の等速性筋力と着地時の下肢アライメントを検討した

先行研究では、有意な相関関係は認められなかったと報

告している3）。Noyesら18）は、膝の外反傾向が強い11歳

から16歳の女子競技選手に、６週間の着地トレーニン

グを実施することで、ドロップジャンプからの着地にお

ける膝の外反が改善され、理想的な膝幅と足関節幅を維

持した着地が可能になったと報告している。本研究では、

等尺性脚伸展筋力が32.71±8.84kgであり、体重指示指

数は69.07±15.40kg・kg－1であった。一般成人では、歩

行に必要な脚筋力は体重の約70％である13）27）ことから、

本研究の被検者は低い筋力レベルであった。よって、競

技スポーツをする場合は、怪我をする可能性が高いと考

えられる。Sunnegardhら22）は、８歳から13歳の子供た

ちの日常的身体活動、等尺性筋力、および等速性筋力と

の関係について検討した。その結果、筋力は年齢が高く

なるにしたがい男女差が認められた。しかし、身体活動、

等速性筋力および等尺性筋力の間には有意な相関関係は

認められなかったと報告している。本研究においても、

スポーツ歴などの身体的活動と脚筋力には有意な相関関

係は認められなかった。また、本研究において脚筋力は

伸長や体重などの成長と有意な相関関係が認められた。

よって、ウエイトトレーニングが推奨されていない年齢

である本研究の被検者は、スポーツ障害・外傷を防ぐた

めに、自体重での筋力トレーニングあるいは、正しいラ

ンニングフォームや正しい着地動作を獲得するための指

導を受ける必要があると考えられる。

最後に、下腿部と踵部のアライメントについて検討す

る。下腿部においては、60名に５度以上の内反が認めら

れ、踵骨も61名に５度以上の過回内が認められた。この

うち、leg-heelアライメントの角度が13度以上27）の被検

者は４名であり、足底板などによる治療が必要であると

考えられる。しかし、海外では踵骨のアライメントが外

反４度以上の場合は、足底板などの治療対象である25）

ことから、踵骨が過回内している61名には、足底板療法

やストレッチングやカーフレイズなどトレーニングによ

る対処が必要であると考えられる。また、下腿部および

踵部のアライメントと他の測定項目には、有意な相関関

係が認められなかった。さらに、本研究の被検者は、日

常的な身体活動量が多いことから、運動不足がアライメ

ント異常に関与しているとは考えられない。よって、下

腿部や踵部のアライメント異常は、幼児期における運動

不足や遺伝的要素が関与していると考えられる。

結　論

本研究において、61名の生徒が踵骨過回内であり、そ

のうち４名がleg-heelアライメントも正常範囲を超えて

いた。しかしながら、身体的特徴、脚筋力、柔軟性、ス

ポーツ歴および下腿部と足部のアライメント異常には有

意な相関関係は認められなかった。

帝京大学スポーツ医療研究　創刊号（2009年２月）
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