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BALLISTIC BALL 操作ガイド 

ボールスロートレーニングの評価は投射距離だけで良いのか？ 

野球やゴルフ、テニスといった回旋を伴う競技のトレーニングや 

負荷を加速して投射するトレーニングとして広く用いられている、ボールスロートレーニング 

BALLISTIC BALLは、速度・パワー・力など投射距離だけではわからなかった 

ボールスローに関する情報を取得することを通じて、 

トレーニングの方向性を指し示します。 

 

◆BALLISTIC BALL 仕様 

サイズ(直径)：2-3㎏ 9インチ(約 22.9cm)、 

4-6㎏ 12インチ(約 30.5 ㎝) 

センサー：3軸加速度計・3 軸ジャイロスコープ 

iOS との接続方式：Bluetooth 

バッテリー：充電式リチウムポリマーバッテリー 

・2時間フル充電・8時間連続使用 

 

 

◆標準セット内容物 

・BALLISTIC BALL 一球 

・充電用 USB延長ケーブル 

・操作ガイド(本書) 

 

【操作の流れ】 

• ボールの充電を行う。 

• App Storeで iPadのアプリを取得する。「A2P：Sport」で検索 

• アプリを立ち上げる 

• 初回仕様時にはユーザー登録を行う。 

• BallisticBall本体の電源を ONにする。(軽く上方へ投げ、キャッチする) 

• アプリ内で本体 IDを選ぶ(Bluetooth接続) 

• 種目とボール重量を選択する。 

• カウントダウン後、ボールを静止させる。 

• ベルがなり、画面が緑にフラッシュしたら計測開始。(データ取得) 

• セット終了時に END SETをタップ 

 

※スラムボールなど、加速をつけて地面に叩きつける種目は行わないでください！ 



4 
 

1． はじめに 

BALLISTIC BALL は必ずトレーニングの知識がある指導者のもとでご使用下さい。 

痛みがある状態や体調不良での無理なトレーニング、計測はおやめください。 
投射方向のみでなく、周囲の環境に充分注意して下さい。 

 

◆A2P SPORTS アプリ取得 

App ストアから「A2P SPORTS」アプリ   を取得して下さい。※A2Pで検索 

アカウントを未取得の場合⇒「Create new account」⇒アカウントを作成します。(「アカウントの作成)

を参照) 

アカウントをお持ちの場合⇒Sign In⇒Eメールとパスワードを入力します。(コーチとしてサインインす

る場合は画面下部②「Sign in an individual Trainer」「Sign in a Coach/Trainer」をタップして A2P

ロゴの下に Coach/Trainer Mode が表示された状態でサインインしてください。 

◆アカウントの作成 

インターネット環境下で①Sign inをタップし、最下部の②「Sign in an individual Trainer」「Sign 

in a Coach/Trainer」をタップします。 

A2P ロゴの下に表示がない状態で「Create new account」をタップして情報を入力すると、アスリート個

人としてのアカウントが登録されます。 

A2P ロゴの下に Coach/Trainer Mode の表示がある状態で、「Create new account」をタップして情報を入

力すると、コーチとしてアカウントが登録できます。(チーム作成などが可能) 

 

▼アスリート個人で登録           ▼コーチ/トレーナーとして登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録やサインインが完了するまで時間が掛かる場合がございます。 

① 

② 
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◆コーチ/トレーナーモードでアカウント登録を行った場合 

チームの登録を行います。①「+CREATE A TEAM」をタップし、TEAM NAMEを入力します。 

必要であれば DESCRIPTIONにチームの概要を入力します。 

DONEをタップすると、メンバー登録画面に移ります。 

選手の「FIRST NAME」「LAST NAME」「EMAIL」を入力します。DONEをタップしてしばらくすると「Members 

were added」が表示され、選手の登録が完了します。 

 

一度作成したチームは、コーチ名をタップし、メンバーリストから②「メンバーの追加」③「トレーニン

グの実施」を行うことが出来ます。 

 

2．WORKOUT：トレーニング 

選手個人で Sign in した場合、もしくはチームの選手一覧から WORKOUT をタップすると、トレーニング

実施画面に移ります。まず初めに、使用する機器と iOSデバイスの接続を行います。 

 

・ボールを一度空中に投げてキャッチします。２～３回投げて、 

10秒ほど待ちます。(ボールの起動) 

・「BALLISTIC BALL」をタップすると、電源が入っているデバイス

が表示されます。※充電が充分でない場合、一覧に表示されません。

使用前に充電を行ってください。 

・デバイスのシリアル No.をタップするとチェックマークが入り、

接続が完了します。 

・NEXTをタップして種目選択画面に移ります。 

 

 

① 

② 

③ 
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・ボールの重量と単位を確認します。 

・種目をタップして選択します。 

※「Static」の表記がある種目は反動動作を伴わない、 

コンセントリックのみの動作となります。 

※各種目の投球方法は P7～を参照下さい。 

 

・STARTをタップすると計測開始です。 

 

 

 

 

←画面上部には現在の計測者・体重・セット数・回数・時間が

表示されます。 

※コーチアカウントでサインインしている場合、選手名をタ

ップすると選手の切り替えが可能です。 

←iPadでは 3種類の項目を同時に見ることが出来ます。iPhone

では 1項目のみです。項目名をタップすると変更できます。 

・AVERAGE POWER：平均パワー 

・PEAK POWER：ピークパワー 

・AVERAGE FORCE：平均筋力 

・PEAK FORCE：ピーク筋力 

・AVERAGE SPEED：平均スピード 

・PEAK SPEED：ピークスピード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウントダウンが終了するのを待つか、「DISMISS」をタップします。 

画面が緑にフラッシュしベルの音が鳴ったら動作を行います。結果が 1球ごとに表示されます。 

セットを終了する場合は END SET をタップします。 
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※投球準備の際、「ボールの向きが違う」「静止していない」などの理由で、測定エラーとして画面が

黄色く光りビープ音が鳴る場合があります。 

※投球後、再び静止すると、画面が再度緑に光り、次の投球の測定が開始されます。 

1セット中に何球でも計測可能です。 

・New Setをタップすると、新たなセットが開始され、カウントダウンが表示されます。 

・画面下部の棒グラフは、セット中の記録が表示されます。グレーがエキセントリック(ローディン

グ)局面、黄色がコンセントリック局面を表します。 

・種目名をタップすると、種目やボール重量設定を変更できます。 

 

3．Choose Workout：測定種目 

◆各種目名に「Static」が付いているものは反動を用いずに投げる方法です。 

各種目の投げ方の反動部分を省いて構え、ベル+画面フラッシュの後、速やかに投球してください。 

「Static」を選択しているにもかかわらず反動動作が入った場合、正確に計測できませんのでご注意く

ださい。 

 

◆Rotational Throw：ローテーショナルスロー 

 

・ボールを身体の正面で保持し、構えます。A2Pのロゴマークが上下正しい向きで身体に向くように持ち

ます。 

・画面の「Start Set」をタップし、カウントダウンが 0になるまで待つか「Dismiss」をタップします。 

・画面が緑にフラッシュし、ベルが鳴ったら素早く反動を付けて投げます。 

※反動動作が２重にならない様に気を付けて下さい。 

※ボールの回転は極力おさえて下さい。 

※複数回のスローを行う場合、記録が表示されてから 2 秒以上ボールが静止すると再び画面がフラッシ

ュし、ベルが鳴ります。 
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◆Chest Throw：チェストスロー 

 

・ボールを身体の正面で保持し、構えます。A2Pのロゴマークが上下正しい向きで身体に向くように持ち

ます。画面の「Start Set」をタップし、画面中央のカウントダウンが 0になるまで待つか「Dismiss」を

タップします。 

・画面が緑にフラッシュし、ベルが鳴ったら素早く投げます。ステップを含めて投げることもできます。 

※複数回のスローを行う場合、記録が表示されてから 2 秒以上ボールが静止すると再び画面がフラッシ

ュし、ベルが鳴ります。 

※ボールの回転は極力抑えて下さい。 

 

◆Bench Throw：ベンチスロー ▼画像は STATICの場合 

・ボールを身体の正面で保持し、構えます。(Staticなしの場合は腕を伸ばした状態で構えます。) 

A2P のロゴマークが身体に向くように持ちます。 

・画面の「Start」をタップし、画面中央のカウントダウンが 0になるまで待つか「Dismiss」をタップし

ます。・画面が緑にフラッシュし、ベルが鳴ったら素早く投げます。 

※複数回のスローを行う場合、記録が表示されてから 2 秒以上ボールが静止すると再び画面がフラッシ

ュし、ベルが鳴ります。 

※キャッチする人を付けるなど、投擲者の安全を充分に確保して下さい。 
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◆Wall Ball：ウォールボール 

 

・ボールを身体の正面で保持し、構えます。A2Pのロゴマークが身体に向くように持ちます。 

・画面の「START」をタップし、画面中央のカウントダウンが 0になるまで待つか「Dismiss」をタップし

ます。 

・画面が緑にフラッシュし、ベルが鳴ったら素早く反動を付けて上へ投げます。 

※複数回のスローを行う場合、記録が表示されてから 2 秒以上ボールが静止すると再び画面がフラッシ

ュし、ベルが鳴ります。最終回の記録が表示されると画面が赤くフラッシュします。 

 

◆Between Legs Vertical Throw：バーチカルスロー 

 

・ボールを身体の正面で保持し、構えます。A2Pのロゴマークが身体に向くように持ちます。 

・画面の「START」をタップし、画面中央のカウントダウンが 0になるまで待つか「Dismiss」をタップし

ます。 

・画面が緑にフラッシュし、ベルが鳴ったら上方向もしくは後方へ投げます。 

※複数回のスローを行う場合、記録が表示されてから 2 秒以上ボールが静止すると再び画面がフラッシ

ュし、ベルが鳴ります。※STATIC を選択した場合は地面に置いた状態から投射してください。 
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4．記録 

 

選手名の選択で、右をタップすると過去の記録を見ることができます。 

さらに右上の Shareをタップすると CSVファイルをメール添付などでエクスポートするこ 

※計測値生データの出力はできません。 

5．充電・電源の ON/OFF 

 

本体中央の A2Pロゴ部を開け、USBコネクタの先端を露出させます。 

付属の延長ケーブルと接続し、PCもしくは USBコンセントに接続して下さい。 

※ 本体から USBコネクタを無理に引っ張らないでください。故障の原因となります。 

※ 電源はボールを軽く上方へ投げキャッチすることで(加速度を加えることで)ONになります。 

使用を止めると数分後自動的に OFFになります。 

 ※ 本体のバッテリー残量は、アプリ上のボール選択画面で確認することができます。 
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保証規定 

  

お客様の正常なご使用状態のもとで、規定された保証期間内に本製品が故障した場合は、本保 

に基づき故障個所の修理もしくは本体の交換を無償で行います。ただし、本製品の故障により生 

じたお客様の損害に対し、当社は修理・交換以外の責任は負いません。 

  

保証期間  ご購入より１年間 

 

ご購入いただいた製品に異常が発生した場合、当社にお送りいただいた後に保守作業を行います。 

明らかに故障と判断できるものは、その旨を記載した資料(使用状態、故障の内容など記載された 

書面、ご返却先の住所、電話番号等)と共にご返送ください。この場合でもご返送前にはご一報願 

います。 

尚、ご返却時に発生する梱包費用や運送費などは御客様負担とさせていただきます。   

なお、無償保証期間内であっても次の場合には有償となります。 

・水没・製品強度を超える使用時の衝撃、お取り扱いが適正でなかった為に生じた故障、損害 

・火災、地震、水害等の天変地異および電源の異常電圧等による故障、損傷の場合 

・運動以外の外力による故障、損傷の場合 

・既定の種目以外で極めて強い衝撃を加えた場合(スラムボールなど加速を付けて地面に叩きつけ

る・硬い壁にあてるなど) 

・当社指定のサービス担当者以外の修理・調整・改造が行われた場合 

・本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・

損傷の場合 

  

上記の保証規定に基づき、上記製品納入後保証期間内におきまして無償保証を行います。 
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販売・お問い合わせ先 

アメリカ A2P社製 BALLISTIC BALL輸入販売総代理店 

 
 
 
 
 
 

エスアンドシー株式会社 
 

〒612-0019 京都市伏見区深草平田町 7-3-208 
TEL：075-643-7507 
FAX：075-634-7037 

info@sandcplanning.com 

www.sandcplanning.com 

 


