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自分への挑戦！！  そして発見！！  

お子様の運動能力を知り、適したスポーツを見つけよう！

★測定会お申込み方法

★お問合わせ （一般社団法人スポーツ能力発見協会） 長野市真島総合スポーツアリーナ ホワイトリング
長野県長野市真島町真島２２６８－１

【申込み受付期間】2019年６月２４日（月）～2019年７月７日（日）

※一般社団法人スポーツ能力発見協会のホームページよりお申込みください。

※障がいのある方はお問合わせメールアドレス（info@dosa.or.jp）に①電話番号と

②お名前を記載の上、ご連絡ください。

一般社団法人スポーツ能力発見協会のホームページへアクセス。

http://www.dosa.or.jp

右下の「長野測定会お申込みはこちら」をクリック。

お申込みフォームに必要項目をご入力の上、

送信してください。　

【当落選通知】7/12頃メール、7/13頃ハガキ
※測定人数に制限がある為、受付は抽選となります。予めご了承ください。

※7月12日頃に当選または落選のご案内をメールでお送りします。当選者の方には

あわせて7月13日頃にハガキでもご案内をお送りします。

メールアドレス：info@dosa.or.jp　電話：03-6380-0345
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★会場アクセス
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10mスプリント

リカバリーバランス
反応ステップ

スイングスピード

敏捷性 ジャンプ力 名前 サンプル [ No.1 ]

性別 男性

学年 高1

年齢 16 歳

身長 175 cm

体重 70 kg

スポーツ名

所属チーム名

Version 1.00

測定結果レポート
運動能力測定

個人データ

能力測定データ

走る能力
10mスプリント 4 1.7 秒

持久力
長持久力 3 3 回
短持久力 1 2.5 秒

敏しょう性
敏しょう性 3 3.18 秒

ステップ
視覚反応力 2 0.51 秒
ステップ力 3 89 回

スイング

スイングスピード 5 128.35
km/h

ジャンプ
ジャンプ力 5 60.77 cm

バランス力
バランス力（左足） 5 17.53 cm
バランス力（右足） 3 27.81 cm
バランス力（左右差） 3 10.28 cm

測定結果

❶ 10mスプリント

❷ 長持久力

❸ 短持久力

❹ 敏しょう性

❺ 視覚反応力

❻ ステップ力

❼ スイングスピード

❽ ジャンプ力

❾ バランス力（左足）

❿ バランス力（右足）

⓫ バランス力（左右差）

❶ 10mスプリント
走力を必要とするスポーツには大切なスキ

ルです。正しい走り方、ステップ数、ばね

力を強化して速いタイムを目指しましょ

う。

❷ 長持久力
息切れすることなく長い時間運動し続ける

体力をつけましょう。ここでは走る体力を

測定しています。

❸ 短持久力
短い距離を走る際にスピードを落とさず走

ることができるかを短持久力と呼んでいま

す。走り込みで短持久力を高めましょう。

❹ 敏しょう性
素早く切り返しをする動作に必要なスキル

です。正しい動作、トレーニングすべき箇

所を把握して伸ばしていきましょう。

❺ 視覚反応力
見てすぐに足を動かす反応力は多くのスポ

ーツに必要です。日頃の動き、トレーニン

グで伸ばしていきましょう。

❻ ステップ力
フェイント、自転車をこぐ、走るのに大切

なスキルです。細かい動きの正しいトレー

ニングで伸ばしていきましょう。

❼ スイングスピード
腕を振るスピードは投げる、ラケットを振

る能力につながります。正しい負担の少な

いトレーニングで伸ばしていきましょう。

❽ ジャンプ力
ジャンプする動作や一瞬の飛び出しに必要

なスキルです。正しいジャンプの仕方、ト

レーニング方法で伸ばしていきましょう。

❾❿⓫ バランス力
同じ動作を連続で行うには安定したバラン

ス力が大切です。それぞれの片足の安定バ

ランスで左右差がないのが理想的です。

アドバイス
「ジャンプ力」「バランス力（左足）」があなたの運動能力の武器となります。この能力を活かせるスポーツ種目、プレー
スタイルを考えてあなたを最大限に発揮してください。 
また、「短持久力」「視覚反応力」はあなたの苦手な動きです。トレーナーに苦手を克服するトレーニング方法を確認して
できるだけ苦手をなくしてください。苦手をなくすと今まで以上のパフォーマンスを発揮できるでしょう。 

▼ 今回の測定種目結果から分かる現時点で サンプルさん に向いているスポーツ

No.1 野球（ピッチャー） No.6 バレーボール

No.2 野球（内野手） No.7 サッカー（GK）

No.3 水泳（短距離） No.8 フェンシング

No.4 柔道 No.9 剣道

No.5 ラグビー（バックス） No.10 テコンドー

▼ 現時点であなたの特徴をプレーで活かせる能力

No.1 
スイングスピード

野球、サッカー（GK)、水泳、陸上（砲丸投げ・やり投げ）、柔道、テニス、体操、ラグビー、剣道、スケート（スピー
ド・ショートトラック）、レスリング、ハンドボール、ボクシング、ゴルフ、アメリカンフットボール、ウエイトリフティ
ング、アイスホッケー、ホッケー、アーチェリー、ノルディック複合、ボート、カヌー、セーリング

No.2 
バランス力（左足）

野球（内野手）、サッカー、水泳、バスケットボール、陸上（短距離・ハードル・中距離・走り幅跳び・走り高跳び・砲丸
投げ・やり投げ）、柔道、卓球、テニス、バレーボール、体操、新体操、バトミントン、ラグビー（バックス）、剣道、ス
ケート、レスリング、ハンドボール、自転車（バンク）、ボクシング、ゴルフ、アメリカンフットボール、フェンシング、
スキー（アルペン・距離・フリースタイル）、スノーボード、ウエイトリフティング、トランポリン、シンクロ、アイスホ
ッケー、ビーチバレー、ホッケー、テコンドー、ノルディック複合、ボート、カヌー、セーリング、馬術、射撃、近代五種

No.3 
ジャンプ力

野球（内野手）、サッカー（GK）、水泳、陸上（短距離・ハードル・走り幅跳び・走り高跳び・砲丸投げ・やり投げ）、
柔道、卓球、体操、新体操、ラグビー、スケート、レスリング、ハンドボール、自転車（バンク）、ボクシング、アメリカ
ンフットボール、フェンシング、スキー（アルペン・ジャンプ・フリースタイル）、スノーボード、ウエイトリフティン
グ、トランポリン、シンクロ、飛込み、テコンドー、ノルディック複合、セーリング、馬術

この度の測定は、多くのスポーツに必要な基礎能力のチェックになっております。 向いていると出たスポーツを体験して、
楽しく・頑張れそうな種目を見つけてください。 特徴を活かせる能力は、あなたの武器になります。 武器を活かせるスポー
ツ種目・プレースタイルを見つけることで、あなたのスポーツパフォーマンスをフルに発揮しましょう。

それぞれのスポーツの特徴などの情報を知りたい場合は www.primelabo.jp/sportslist/ でご確認ください。

各項目の測定結果から自分に合ったスポーツを分析します。各項目の測定結果から自分に合ったスポーツを分析します。

◀ 測定結果 No.1

長所と短所を明確にして、自分に合ったトレーニング
などのアドバイスを受けることができます。

自分の特徴（武器と課題）

◀ 測定結果 No.2

現行64種目のスポーツから自分に向いているスポーツ、
自分の特徴を活かせるスポーツを知ることができます。

自分に合ったスポーツ

測定種目

主催：長野県競技力向上対策本部　協力：一般社団法人スポーツ能力発見協会

※当日は、運動しやすい服装、体育館で滑らないシューズをご持参ください。

長野市真島総合スポーツアリーナ 
ホワイトリング
長野県長野市真島町真島２２６８−１

小学生（4年生～6年生）

無料　

会　場

参加費

参加資格

約40分+アドバイス
【1組目】10：00～　 【2組目】10：40～
【3組目】11：20～　 【4組目】13：00～
【5組目】13：40～　 【6組目】14：20～
【7組目】15：00～　 【8組目】15：40～

土2019 7. 202019 7. 20
測定時間

スケジュール


