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Ⅰ．目　　　的

　本研究の目的は，大学の女子ラクロス部に所属
する部員たちを対象とした調査により，全国でも
トップレベルのいわゆる強豪校に所属する部員の
部活動に対する認知の特徴について，一般校の部
員の認知との比較から検討することにある。
　強豪校や成績上位校の部員たちの部活動に対す
る認知は，一般校の部員たちの認知とは異なる特
徴を有していると考えられる。例えば，品田（1984）
は，高校男子ハンドボール部を対象とし，県大会
の新人戦でベスト４に入った上位４校を成績上位
校，それ以外を成績下位校として分類して，部員
たちが評定したハンドボール部の特徴の違いを検
討している。調査の結果，成績上位校では，部員
の間で活動目標（「試合に勝つこと」）が共有され
ている割合が高いことを明らかにしている。さら
に，成績上位校では，競技志向とリクリエーショ
ン志向が共に高い部員の割合が多いが，成績下位
校では，競技志向が低く，リクリエーション志
向だけが高い部員の割合が高いことが示されてい
る。また，阿江（1985）は，ママさんバレーボー
ルチームから実業団バレーボールチームまでを含
む女子バレーボール部の部員を対象とした調査を
行い，チームの集団志向性と集団凝集性の関連を
検討している。ここでは，集団志向性は「チーム
が全国大会での優勝を目指すか」を基準として，
それぞれのチームが，全国大会での優勝を目指し
ている「競技」志向と，それ以外の「レクリエーショ
ン」志向のいずれかに分類されている。その結果，
「レクリエーション」志向が高いとみなされるチー

ムのほうが，「競技」志向が高いとみなされるチー
ムよりも，集団凝集性が高いことが示されている。
　運動部だけでなく，文化部においても，成績上
位校と成績中位校や下位校の部員たちの認知の特
徴が検討されている。菊地（2010）は，高等学校
合唱部を対象とした調査により，合唱コンクール
の支部大会で金賞を受賞した成績上位校の生徒
は，成績中位校や下位校の生徒たちと比べて，所
属する合唱部の集団の目標達成機能だけでなく，
集団維持機能も高く評定していること，さらには，
成績上位校の生徒のほうが，成績中位校や下位校
の生徒たちと比べて，所属する合唱部に対する満
足度も高いことを明らかにしている（飛田, 2010
参照）。
　飛田（2017）は，関東地区と東北地区の大学
女子ラクロス部の部員を対象とした調査により，
チームの集団志向性の認知と部活動に対する満足
度の関係を検討している。ここでは集団志向性の
認知を「チーム全体で目標達成を重視している」，
「チーム全体で練習を真剣にしようとする雰囲気
がある」といった項目で測定される課題志向性と，
「チーム全体で人間関係を重視している」，「チー
ム全体でわきあいあいとしようとしている」と
いった項目で測定される関係志向性から捉えてい
る。分析の結果，チームの課題志向性の認知の高
低にかかわらず，関係志向性の認知が部活動満足
度に肯定的な影響を与えること，ただし，課題志
向性を低く認知しているときに，関係志向性の認
知が部活動満足度に及ぼす肯定的影響がより強く
なることを明らかにしている。
　それでは，全国大会での優勝を目指すような強
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豪校や成績上位校の部員と，地区大会での活躍を
目指す一般校（成績中位校や成績下位校）の部員
とでは，チームの集団志向性の認知や部活動に対
する満足度は異なるのであろうか。本研究では，
この大学女子ラクロス部の部員たちを対象とした
調査データ（飛田, 2017）を再分析し，強豪校と
一般校の部員が認知した集団志向性（課題志向性
と関係志向性）や部活動満足度について比較検討
する。また，あわせて，強豪校と一般校の部員が
認知した女子ラクロスの魅力や部活動での個人的
な目標についての部員の認知の比較検討も行う。
　これらの検討から，一般校との比較からみたと
きの強豪校の部員の認知の特徴を明らかにし，あ
るいは，強豪校との比較による一般校の部員の認
知の特徴を明らかにすることが可能となろう。

Ⅱ．方　　　法

１．調査手続きと調査対象者
　関東地区の17大学（2014年度関東学生ラクロス
リーグ戦の結果より，１部の12校から４校，２部
の12校から２校，３部の20校から６校，４部の17

校から５校をランダムに選出）の女子ラクロス部
と，東北地区の８大学（2015年度東北学生ラクロ
スリーグ戦出場校）の女子ラクロス部に調査協
力依頼の文書を送付した。そのうち許諾の返事が
あった７大学（関東地区２大学，東北地区５大学）
に必要部数分の質問紙を郵送し，回答した調査用
紙を返送していただいた。
　回収された関東地区の２大学（１部１校，２部
１校）の女子ラクロス部員98名，東北地区の５大
学の女子ラクロス部員94名の計192名（平均年齢
20.06歳）のデータを分析の対象とした。回答者は，
両地区ともマネージャーを含む１～４年生の女子
ラクロス部員である。ただし，欠損値があるため，
分析によってはデータ数が異なることがある。な
お，このデータは，飛田（2017）と同一である。

２．調 査 時 期
　調査時期は2015年９月中旬から2015年11月中旬
であった。この期間にはどちらの地区も学生ラク

ロスのリーグ戦が行われている。

３．質問紙の構成
　質問紙は，年齢・性別・学年・中学校での部活・
高校での部活・ラクロス競技歴・現在のメインの
ポジションを問うフェイスシートと，課題志向性
尺度と関係志向性尺度からなる集団志向性尺度，
所属するラクロス部への満足度を問う部活動満足
度尺度，女子ラクロスの魅力を問うラクロスの魅
力尺度，部活動での個人的な目標を問う個人的目
標尺度などから構成されている。回答は，「非常
にあてはまる」から「全くあてはまらない」まで
の５段階評価尺度上への評定を求めた。ここでは，
「非常にあてはまる」を５点とし，「全くあてはま
らない」を１点として得点化している。
　集団志向性尺度のうちの課題志向性尺度は，
「チーム全体で目標達成を重視している」，「チー
ム全体として試合で勝つことが義務付けられてい
る」，「現在の練習は厳しい」，「チーム全体で練習
を真剣にしようとする雰囲気がある」，「チーム
内で競争が激しい」の５項目から構成され，この
５項目への評定の合計点を課題志向性得点とした
（範囲：5-25点）。また，集団志向性尺度のうちの
関係志向性尺度は，「チーム全体で人間関係を重
視している」，「チーム全体でわきあいあいとしよ
うとしている」，「現在のチーム全体の人間関係は
良好である」，「現在の練習は楽しい」，「現在，学
年関係なく言いたいことは言える環境である」の
５項目から構成され，この５項目への評定の合計
点を関係志向性得点とした（範囲：5-25点）。ク
ロンバックの信頼性係数は，課題志向性尺度がα
=.75，関係志向性尺度がα=.75であった。
　部活動満足度尺度は，「現在のチームの雰囲気
に満足している」，「現在のチーム目標に満足して
いる」，「現在の練習内容に満足している」，「この
チームが好きである」，「このチームでよかった
と思う」の５項目から構成され，この５項目への
評定の合計点を部活動満足度得点とした（範囲：
5-25点）。部活動満足度尺度のクロンバックの信
頼性係数はα=.85であった。
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　以上の集団志向性尺度と部活動満足度尺度は，
飛田（2017）の結果に基づいている。
　ラクロスの魅力尺度は，「スタートラインがみ
んな同じである」，「練習すれば誰でも活躍でき
るようになる」，「他大学との交流がたくさんあ
る」，「これまで経験したいろいろなスポーツの技
術や戦術がラクロスでも応用できる」，「努力次第
で日本代表も目指せる」，「かっこいい」，「ファッ
ショナブルでおしゃれなイメージがある」，「ユニ
フォームがかわいい」，「クロスにこだわりが持て
る」，「ボール運びが華麗である」，「スピード感が
ある」，「試合中選手交代を何人でも何度でもでき
る」，「点を決めた後みんなで喜べる時間がある」，
「男子と女子とでルールが大きく違う」，「他の多
くのスポーツと違い，ゴールの裏も使える」の15

項目から構成されている。
　個人的目標尺度は，「自分の技術力の向上を目
標としている」，「現在就いている役職を全うする
ことを目標としている」，「体力をつけることを目
標としている」，「勉強やバイトと部活との両立を
目標としている」，「日本代表やユース選抜などの
選手になることを目標としている」，「スタメンに
なることを目標としている」，「試合で活躍するこ
とを目標としている」，「練習を休まないことを目
標としている」の８項目からなっている。

Ⅲ．結　　　果

１．強豪校と一般校の分類について
　日本ラクロス協会公式サイトによると，第７回
全日本ラクロス大学選手権大会（2015）の女子の
部には，各地区の優勝校など５チームだけが出場
している（http://www.lacrosse.gr.jp/）。そこ
で，この大会への出場を基準とし，回答のあった
７大学のうち，第７回全日本ラクロス大学選手権
大会に出場した２大学（関東地区から１校と東北
地区から１校）の部員を強豪校群（n=82）とし，
それ以外の５大学（関東地区１校と東北地区４校）
の部員を一般校群（n=108）として分類した。

２．ラクロスの魅力尺度の構造について
　ラクロスの魅力尺度15項目に対して，主因子法
プロマックス回転の因子分析を繰り返して行っ
た。このとき，１つの因子への負荷量が .40以上
であること，かつ.40以上の負荷を持つ因子が１
つだけであることを基準として項目の選択をし
た。その結果，最終的に２因子が抽出された。
　第１因子は，「ファッショナブルでおしゃれな
イメージがある」，「ユニフォームがかわいい」，
「ボール運びが華麗である」，「クロスにこだわり
が持てる」，「かっこいい」の５項目に負荷量が高
く，女子ラクロスのファッション性の高さに関わ
る魅力の因子として考えられる。ここでは，これ
を「ファッション性魅力」の因子と呼ぶことにす
る。
　第２因子は，「スタートラインがみんな同じで
ある」，「練習すれば誰でも活躍できるようになる」
の２項目に負荷量が高く，結果や成果についての
随伴性の認知に関わる魅力の側面を示していると
考えられる。ここでは，これを「随伴性魅力」の
因子と呼ぶことにする。
　それぞれの因子を構成する項目への評定の合計
点を尺度得点とした。

３．個人的目標尺度の構造について
　個人的目標尺度８項目に対して，主因子法プロ
マックス回転の因子分析を，同じ基準で繰り返し
て行った。その結果，最終的に２因子が抽出され
た。
　第１因子は，「試合で活躍することを目標とし
ている」，「スタメンになることを目標としてい
る」，「自分の技術力の向上を目標としている」，「日
本代表やユース選抜などの選手になることを目標
としている」の４項目に負荷量が高く，自らの技
術力を向上し，試合で活躍しようとする目標の側
面を示していると考えられる。ここでは，これを
「活躍性目標」の因子と呼ぶことにする。
　第２因子は，「体力をつけることを目標として
いる」，「練習を休まないことを目標としている」，
「勉強やバイトと部活との両立を目標としている」
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の３項目に負荷量が高く，ラクロス競技や部活動
そのものではなく，それに付随した成果を求めよ
うとする消極的な目標の側面を表していると考え
られる。ここでは，これを「消極的目標」の因子
と呼ぶことにする。
　それぞれの因子を構成する項目への評定の合計
点を尺度得点とした。

４．強豪校と一般校との比較からみた集団志向性
と部活動満足度について

　集団志向性（関係志向性と課題志向性）の認知
と部活動満足度に対する評価が，強豪校の部員と
一般校の部員とで異なるかを検討した。
　表１に強豪校と一般校の部員の認知された集団
志向性の平均とSDを示した。関係志向性に対す
る t検定の結果，有意ではないが，一般校より（平
均18.11 ; SD 3.52），強豪校の部員のほうが（平
均18.96 ; SD 3.05），所属するラクロス部の関係
志向性を高く評定している傾向が示された（ t

（187）=1.78, p < .10）。

　また，課題志向性に対する t検定の結果，一般
校より（平均16.50 ; SD 2.98），強豪校の部員の
ほうが（平均20.73 ; SD 2.39），所属するラクロ
ス部の課題志向性を有意に高く評定していた（ t

（187）=10.77, p < .001）。
　さらに，部活動満足度に対する t検定の結果（表
２），一般校より（平均19.46 ; SD 3.54），強豪校
の部員のほうが（平均21.20 ; SD 2.50），所属す
るラクロス部への満足度を有意に高く評定してい
た（ t（186）=3.95, p < .001）。

５．強豪校と一般校からみたラクロスの魅力と個
人的目標について

　ラクロスの魅力と個人的目標に対する評価が，
強豪校と一般校とで異なるかを検討した。
　表３に強豪校と一般校からみたラクロスの魅力
の平均とSDを示した。ファッション性魅力に対
する t検定の結果，強豪校より（平均17.61 ; SD 
3.96），一般校の部員のほうが（平均19.95 ; SD 
3.20），この魅力を有意に高く評定していた（ t

表１　強豪校と一般校からみた集団志向性の平均（カッコ内はSD）

一般校 強豪校 t

関係志向性 18.11（3.52） 18.96（3.05） 1.78†
課題志向性 16.50（2.98） 20.73（2.39） 10.77****

† p < .10; 　**** p < .001

表２　強豪校と一般校からみた部活動満足度の平均（カッコ内はSD）

一般校 強豪校 t

部活動満足度 19.46（3.54） 21.20（2.50） 3.95****
**** p < .001

表３　強豪校と一般校からみたラクロスの魅力の平均（カッコ内はSD）

一般校 強豪校 t

ファッション性魅力 19.95（3.20） 17.61（3.96） 4.38****
随伴性魅力 7.90（1.50） 8.17（1.45） -1.25

**** p < .001

表４　強豪校と一般校からみた個人的目標の平均（カッコ内はSD）

一般校 強豪校 t

活躍性目標 14.84（3.52） 16.11（3.06） -2.60**
消極的目標 10.80（2.43） 9.44（2.56） 3.74****

** p < .01;　 **** p < .001
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（155）=4.38, p < .001）。
　随伴性魅力に対する t検定の結果，一般校（平
均7.90 ; SD 1.50）と強豪校（平均8.17 ; SD 1.45）
の平均評定に有意な差は認められなかった（ t

（189）=-1.25, n.s.）。
　表４に強豪校と一般校からみた個人的目標の平
均とSDを示した。活躍性目標に対する t検定の
結果，一般校より（平均17.84 ; SD 3.52），強豪校（平
均16.11 ; SD 3.06）の部員の評定の平均が有意に
高いことが示された（ t（188）=-2.60, p < .01）。
　消極的目標に対する t検定の結果，強豪校より
（平均9.44 ; SD 2.56），一般校の部員のほうが（平
均10.80 ; SD 2.43），この消極的目標を有意に高
く評定していた（ t（187）=3.74, p < .001）。

６．集団志向性の認知と部活動満足度の相関につ
いて

　関係志向性と課題志向性，そして，部活動満足
度の間の単純相関係数を表５に示した。強豪校，
一般校に関わらず，すべての組み合わせで統計的
に有意な相関係数が得られている（ rs=.41～.79, 
p < .001）。

Ⅳ．考　　　察

　本研究の目的は，大学の女子ラクロス部に所属
する部員たちを対象とした調査により，全国でも
トップレベルのいわゆる強豪校の特徴について，
一般校との比較から検討することにあった。７大
学計192名の女子ラクロス部員のデータを分析の
対象とした。この７大学のうち，第７回全日本ラ
クロス大学選手権大会に出場した２大学を強豪校
群とし，それ以外の５大学を一般校群と分類し，
強豪校と一般校の特徴の違いについて部員の認知
の比較から検討した。

１．強豪校と一般校の差異について
　強豪校の部員は一般校の部員と比べて，所属す
るチームの集団志向性のうち，課題志向性を高く
評定しているだけでなく，関係志向性も高く評定
している傾向にあること（表１），さらには，部
活動に対する満足度も高く（表２），個人的目標
のうち，活躍性目標を高く評定していること（表
４）が明らかになった。
　この結果は，品田（1984）の高校男子ハンド
ボール部を対象とした調査により，成績上位校で
は，競技志向とリクリエーション志向が共に高い
部員の割合が多いことを示した結果とも整合して
いる。さらに，菊地（2010）の成績上位校の生徒は，
成績中位校や下位校の生徒たちと比べて，所属す
る合唱部の集団の目標達成機能だけでなく，集団
維持機能も，所属する合唱部に対する満足度も高
いことを明らかにした高等学校合唱部を対象とし
た調査結果（飛田, 2010参照）とも整合している。
競技種目や文化系・体育会系といった違いに関わ
らず，強豪校の成員は一般校の成員と比べて，所
属するチームの集団志向性の課題志向性だけでな
く，関係志向性も高く評定している傾向があるこ
とが明らかになったことは，本研究の重要な知見
であろう。
　集団の課題志向性が高いと，集団での相互作用
過程において，相対的に能力や意欲などが高い成
員とそれらの低い成員との間の異質性が顕在化さ
れると考えられる。これらの成員の間の異質性の
顕在化は，成員相互の円滑なコミュニケーション
や共通理解を困難にさせ（Newcomb, 1953），相
互の類似性の認知を基盤とする成員相互の対人魅
力（Byrne & Nelson, 1965）や集団凝集性（Hogg, 
1993）を低下させると考えられる（飛田, 2014）。
飛田（2014）は，成員の間の異質性の顕在化は，

表５　関係志向性・課題志向性と部活動満足度の単純相関

関係志向性と課題志向性 関係志向性と部活動満足度 課題志向性と部活動満足度
一般校 .42**** .79**** .53****
強豪校 .44**** .56**** .42****
全体 .41**** .72**** .54****

**** p < .001
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成員相互の情緒的魅力の低減，合意形成やコミュ
ニケーションの困難さの増加，あるいは集団凝集
性の低減といった成員の間の対人関係にかかわる
問題をとおして，集団の問題解決パフォーマンス
を抑制する方向で機能する場合もあることを考察
している。このような集団によるパフォーマンス
の低下を回避するため，強豪校のような課題志
向性が高い集団ほど関係志向性も重視するように
なるというダイナミクスが働くことも考えられよ
う。今後は，集団の課題志向性と関係志向性の相
互影響過程について，ダイナミックな働きを考慮
した検討が必要となろう。
　一般校の部員は，強豪校の部員と比べて，ラク
ロスの魅力としてファッション性について高く評
定し（表３），個人的目標のうち消極的目標を高
く評定していた（表４）。倉地・池田（1997）は，
近年の女子ラクロスの急速な普及の背景には，「お
しゃれなスポーツ」としての女子ラクロスが有す
る「ファッション性」の影響が大きいことを指摘
している。本研究の結果も，競技志向の高くない
一般校の部員にとって，ラクロスの持つ魅力とし
てのファッション性の高さが，女子ラクロスの普
及に対して大きな影響を与えていることを示唆し
ているといえよう。ただし，同時に，倉地・池田
（1997）は，実際の競技スポーツとしての女子ラ
クロスには，かなりの激しさと豊富な運動量が求
められることも指摘している。飛田（2017）も，
女子ラクロス選手の試合中の総移動距離（大橋・
佐久間・木村, 2005）や練習中，試合中に「重篤
な傷害」が発生するリスク（佐野村・細川・中村・
福林，2013），傷害の形態や受傷部位（馬渕・藤野・
岡本・桃原・長尾, 2006）などから，競技として
の女子ラクロスの激しさを指摘している。このよ
うに，イメージとしてのファッション性の高さと，
競技スポーツとしての激しさの二面性があること
が，女子ラクロスの特徴といえよう。この「激し
さ」と「ファッション性」の認知との関係につい
ては明確ではないが，競技としての「激しさ」が
顕著に認知されていると考えられる強豪校におい
ては，ラクロスの有する「ファッション性」の高

さは重視されず，一般校においては顕在化されて
いた「ファッション性」の認知が顕在化されなかっ
た可能性があろう。

２．まとめと今後の課題
　今後の課題として，第一に，個人レベルと集団
レベルでの双方を考慮した分析の必要性が考えら
れる。本研究では７大学192名のデータを強豪校
と一般校の２群に分類し，個人レベルで分析し
ている。そのため，集団レベルでのそれぞれの大
学のラクロス部の特徴については検討できていな
い。個々の大学によってラクロス部の特徴が異な
る可能性もあり，今後はマルチレベル分析など，
個人レベルだけでなく，集団レベルでの影響をも
考慮した分析が必要であろう。
　さらには，強豪校と一般校の女子ラクロス部の
なかでも，レギュラーや準レギュラーとして活躍
している部員と，それ以外の部員とで，集団志向
性の認知や部活動満足度が異なる可能性もあろ
う。飛田（1988, 1994）は，大学生を対象とした
調査により，所属するサークルへの貢献度につい
ての自己評価とサークル満足度との関係を，サー
クルの集団志向性の認知との関連から検討してい
る。分析の結果，サークルへの自分の貢献度が低
いと見なしている成員は，サークルの課題志向性
が高いと評定しているほど，サークルへの満足度
が高くなることが示されている。これに対して，
サークルへの自分の貢献度が高いと見なしている
成員は，サークルの成員志向性（本論でいうとこ
ろの関係志向性）が高いと評定しているほど，サー
クルへの満足度が高くなることを見いだしてい
る。
　第二の課題は，影響メカニズムについての解明
の必要性，さらには，相互影響過程についての検
討の必要性である。本研究の結果，強豪校の部員
は一般校の部員と比べて，所属するチームの集団
志向性の課題志向性を高く評定しているだけでな
く，関係志向性も高く評定している傾向にあるこ
と，さらに，部活動に対する満足度も高く，個人
的目標のうち活躍性目標を高く評定していること
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が明らかになっている。ただし，ここでは，強豪
校であることが，あるいは，一般校であることが，
それぞれどのようなメカニズムで，これらの評定
の違いをもたらしているのかについては十分に検
討することができなかった。
　さらに，部員たちの認知がチームのパフォーマ
ンスに影響し，チームのパフォーマンスの善し悪
しが部員たちの認知に影響するという相互影響過
程も考えられよう。横山・蜂須賀・相奈・森本（2009）
は，関西地区のある大学の女子ラクロス部員を対
象とした調査により，チームが地域リーグ戦を勝
ち抜き，関西１位の決定戦に進むにつれて，チー
ム有能感，コーチへの信頼感，メンバー関係の３
側面から捉えられた「チーム力」得点が上昇して
いくことを明らかにしている。この結果は，チー
ムがリーグ戦で勝ち抜いていくことが，そのチー
ムの「チーム力」を高めると同時に，この「チー
ム力」の高まりが，チームの成績に肯定的に影響
するという循環的過程が生じている可能性を示唆
するものといえよう。
　実際，部活動での人間関係の良さは，部員たち
のモチベーションにも肯定的な影響を与えてい
る。樋口（1996）は，大学女子ラクロス部員を対
象にした調査を行っている。その結果，所属する
ラクロス部を「言いたいことを言える」，「新し
い試みを積極的に取り入れようとする雰囲気があ
る」とみなしている成員ほど「自己を向上させた
い」とするモチベーションが高いことを示してい
る。さらに，他の成員との関係に満足している成
員ほど，「試合に勝とうとする」，「自主的に行動
しようとする」といったモチベーションが高いこ
とも示されているのである。
　強豪校においてみられた課題志向性と関係志向
性を共に高く評定しているという本研究の結果
は，女子ラクロス部だけに特徴的に認められるも
のなのだろうか。あるいは，なぜ，強豪校におい
ては，課題志向性と関係志向性が共に高く部員か
ら評定されるのであろうか。これらは今後検討さ
れるべき重要な課題であろう。
　大学女子ラクロス部を対象とした本研究の結

果，強豪校の部員は一般校の部員と比べて，所属
するチームの集団志向性の課題志向性を高く評定
しているだけでなく，関係志向性も高く評定して
いる傾向にあること，さらに，部活動に対する満
足度も高く，個人的目標のうち活躍性目標を高く
評定していることが明らかとなった。これに対し
て，一般校の部員は，強豪校の部員と比べて，女
子ラクロスの魅力としてファッション性について
高く評定し，個人的目標のうち消極的目標を高く
評定していた。一般校との比較からみたときの強
豪校の特徴を明らかにしたこと，あるいは，強豪
校との比較による一般校の特徴を明らかにしたこ
とは，本研究の意義の一つであろう。今後は，例
えば，他のスポーツ競技を対象とするなどして，
さらに検討が必要であろう。
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Perceived group orientation and satisfaction of extracurricular 
activities based on a comparison between “strong schools” and 
“general schools”: a survey of female collegiate lacrosse players

HIDA Misao

     This research examined the characteristics of so-called “strong schools” throughout Japan (high 

competitive level group) by comparing them with “general schools” (low competitive level group). We 

investigated the members of the women's lacrosse club of seven universities. Questionnaires were 

completed by 192 female collegiate lacrosse players in the Kanto and Tohoku regions. Of these seven 

universities, two that participated in the 7th All-Japan Lacrosse College Championships were classified as 

the “strong school” group, and the other five were classified as the “general school” group. We examined 

the differences in characteristics between the “strong” and “general schools” by comparing members’ 

perceived group orientation and satisfaction with the team. Compared with “general schools”, members of 

“strong schools” tended to evaluate highly not only task orientation but also relationship orientation in the 

group orientation of the team they belonged to. Furthermore, the members of “strong schools” were more 

satisfied with the team's activities than members of “general schools”. On the other hand, the members of 

“general schools” were highly attracted to the fashionability of female lacrosse teams. These results were 

discussed in terms of group processes and group performance.


