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1. 巻頭言                                                           

（1）はじめに 

「アンプティサッカートレーニング・ガイドブック」は、さらなる日本アンプティサッカーの発展にあたっ

て、プレイヤーをはじめ指導現場に関わる方へ焦点化しつつも、アンプティサッカーに関わるすべての方々に

競技の理解を深めて頂くことを目的に作成しました。 

かつて地球の裏側で、選手たちが心に誓った「いつか世界で勝ちたい」という決意から、いま現在を俯瞰し

てみると、2018 年ワールドカップメキシコ大会では、史上初となる世界トップ 10 入りを果たし、選手たちの

心の誓いは「いつかは世界一」にという決意に変わりつつあります。しかしながら、アンプティサッカーにお

ける新興国の急激な台頭を目の当たりにして、危機感を新たにしていることも事実です。また、地理的な条件

からこれまで国際試合を経験することが難易であったものの、近年ではアジア諸国でアンプティサッカーが普

及し始め、アジアにおける日本の立場や役割について確立させていくことが急務となっています。 

そのため、強化委員会としては、普及、育成、養成、強化に関する具体的な指針を持っていなければなりま

せん。特に、日本代表チームの編成や強化にあたっては、選手が所属する所属チームの多寡に関する影響によ

り所属チームのスタイルがそのまま代表チームにおいても反映されている現段階を改め、協会主導による新た

な強化策やプレーモデルに関する盤石な基盤を構築し、かつ多面的に発信していくことが問われています。 

しかし、一部のトップレベルプレイヤーのために強化委員会があるわけでは決してありません。すべてのプ

レイヤーにアンプティサッカーを通じて、自身の卓越した可能性に気づき、自尊心を育む機会を数多く整える

ことも我々の大きなミッションの一つといえます。加えて、ゲートウェイパラスポーツとしての在り方やアン

プティサッカーに関わる関係人口の築き方について検討する必要があると言えます。 

2018 年より日本アンプティサッカー界においてリーグ戦がスタートし、2020 年からは「東日本リーグ」と

ともに新たに「西日本リーグ」が開催されることとなり、「リーグ文化の醸成」に向けて大きな一歩を踏み出

しました。年間を通じて試合を重ねていくリーグ戦では、失敗を恐れずにチャレンジする機会が増え、多くの

プレイヤーが公式戦への出場を経験することができ、一方で指導者も力量を多角的に試すことができます。シ

ーズンを通して基軸となるリーグ戦を行える環境を整えることで、二大大会であるコパアンプティと日本選手

権の意義や魅力もさらに深まることが予想されます。 

2020 年からは、「アンプティサッカー指導者養成研修登録制度」が開設され、指導者養成が本格的にスター

トしました。本書に書かれている内容はアンプティサッカーのすべてを網羅しているものではありませんが、

アンプティサッカーの指導における考え方を共有し、日本アンプティサッカーの発展に皆さまとともに向かう

ことが出来れば幸いです。引き続き、強化委員会としては研鑽を重ね、フィールドプレイヤーの各種ボールコ

ントロールとクラッチ操作、ゴールキーパーの片側上肢のセービングにも言及した詳細な「テクニック・レビ

ュー」や JAFA メディカル部と連携しプレイヤーの二次障害の予防に向けた「トレーニング・ガイドライン」

を作成し、各種コンテンツの充実に向けても尽力して参ります。 

 

日本アンプティサッカー協会 強化委員長 前鼻啓史 
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2. 基礎編                                                          

（1）マテリアル 

フィールドプレイヤーにおいては、「ロフストランド・クラッチ（以下、クラッチ）」が必需とな

る。競技規則(2019 年現時点)においてクラッチの下から 40cm は、ソックスの主たる色と同色とす

ること（ラインテープ巻きつけ可）が義務化されている。そのため 1st/2nd ユニフォームのどちら

にも対応できるよう準備をする必要がある。また、使用しているクラッチの破損に備えて予備のク

ラッチを準備しておくことも重要である。ゴールキーパーにおいては、使用しない腕が肩峰から

15cm 以上の残肢がある場合は胴体に固定することが義務化されている。なおフィールドプレイヤ

ーおよびゴールキーパーともに残肢を守るメディカルサポーター等の保護用具の着用が認められて

おり、特にビギナープレイヤーには「ヘッドギア」の着用を推奨していきたい。 

 

➢ クラッチの「長さ」適正チェックリスト 

□ スタンディングの状態に違和感がない 

□ 無理のない姿勢のランニングフォームを維持できている 

□ トップスピードによるランニングが十分に発揮できている 

□ 方向転換の際にスムーズなクラッチコントロールができている 

□ 足元のボールコントロールに不自由さがない 

□ ジャンプ後の着地の際にもクラッチコントロールができている 

□ かがむ姿勢、正面を向いたまま後方への荷重ないし移動がスムーズにできている 

□ 必要以上にカフの干渉がなく、転倒の際に肘を動かすことができている 

□ 走動作の際に、クラッチフォーム（軌跡の弧）を調整することができる 

 

➢ クラッチの点検チェックリスト 

□ すべての留め金が正しく調整されているかどうか 

□ アームカフのサイズは前腕にあっているかどうか 

□ アームカフを固定している場合、転倒時にも配慮された固定法かどうか 

□ フィールド接地面のパーツがすり減っていないかどうか 

□ フィールド接地面のパーツが正しく固定されているかどうか 

□ 持ち手のグリップがすり減っていないかどうか 

□ 持ち手のグリップが正しく固定されているかどうか 
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2. 基礎編                                                          

（2）ストレングス&コンディショニング 

ストレングス（Strength）とは、筋力、パワー、筋持久力のみならずスピード、バランス、コー

ディネーション等の筋機能が関わるすべての体力要素に不可欠な能力であり、単に力発揮の大きさ

を表すだけでなく、状況に応じて適切に筋活動をコントロールするための「神経－筋系全体の能

力」と定義される。コンディショニング（Conditioning）とは、競技パフォーマンスを最大限に高

めるために、筋力やパワーを向上させつつ、柔軟性、全身持久力など競技パフォーマンスに関連す

るすべての要素をトレーニングし、かつ適切なリカバリーも含む身体的および精神的な準備を整え

ることと定義される。 

 

コアエクササイズ&ムーブメントプレパレーション 

体幹筋に負荷をかけることで、動的柔軟性を高めるとともに筋活動の活性化を促し、筋温を高め

身体の機能・操作性の向上や二次障害予防に対して有効である。 

ベンチ                     ベンチ：アームリフト 

 

・両手は肩幅、肘は肩の真下、足幅は腰幅     ・片手を挙げても体は一直線を保持する 

 

サイドベンチ                  ヒップリフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肘を肩の真下におき体を一直線に保持する    ・足を地面から垂直し姿勢を保持する 
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2. 基礎編                                                          

 

フォワードランジローテーション          バックランジローテーション 

 

・上半身の前傾姿勢を保つ             ・体軸を中心に回旋させる 

 

フォワードランジハムストリング           カーフランジ 

 

・膝の後ろをまっすぐ伸す                      ・左右に回旋を繰り返す 

 

インバーテッドハムストリングス           ドロップランジ 

 

・地面と上体を平行に保つ              ・臀部を下げ前傾姿勢を保つ 
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2. 基礎編                                                          

 

エクスターナルローテーション           ショルダーサークル 

 

・地面と平行に引き寄せる             ・前方に大きな輪を描くように引き寄せる 

 

プッシュダウン                 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地面と垂直に引き寄せる        

 

インサイドステップ      アウトサイドステップ       バックステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上体が左右に崩れない     ・上体が左右に崩れない    ・上体が前後に崩れない 
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2. 基礎編                                                          

 

クーリングダウンストレッチ 

クーリングダウンストレッチには、代謝副産物を軽減ないし除去するほか、筋への血流を維持す

ることでエネルギー系の補給と代謝を促す効果がある。 

クアド（大腿四頭筋）               ヒップ（大臀筋） 

 

 

ハムストリング（大腿二頭筋）           ツイスト（腰部） 

 

 

アダクション（内転筋）              バックローテーション（腰背中） 
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2. 基礎編                                                          

（3）アイスブレイク 

コーディネーション フィールドプレイヤー編 

ねことねずみ                                                                              

 

 

ボールをつないで相手をタッチ                                                              
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2. 基礎編                                                          

（3）アイスブレイク  

コーディネーション フィールドプレイヤー編 

この色とまれ                                                                              

 

 

ころがしドッチ                                        
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2. 基礎編                                                          

（3）アイスブレイク  

コーディネーション ゴールキーパー編 

ボール投げじゃんけん                                    

 

 

ツーボールパス                                         
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2. 基礎編                                                          

（3）アイスブレイク  

コーディネーション ゴールキーパー編 

リアクションキャッチ                                     

 

 

大忙しキャッチ                                       
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3. 実践編                                                          

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

パス&コントロール                                                                         
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3. 実践編                                                          

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

パス&コントロール                                     
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3. 実践編                                                          

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

守備の基本                                         
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3. 実践編                                                         

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

ビルドアップ                                                                              
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3. 実践編                                                         

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

ゴール前の攻防                                                                            
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3. 実践編                                                         

（1）トレーニング・レビュー フィールドプレイヤー編 

ゲーム                                                                                    

 



 18 

3. 実践編                                                         

（2）トレーニング・レビュー ゴールキーパー編 

積み上げの基本                                       
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3. 実践編                                                          

（2）トレーニング・レビュー ゴールキーパー編 

積み上げの基本                                       
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3. 実践編                                                         

（2）トレーニング・レビュー セットプレイ 

ディストリビューション                                    
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3. 実践編                                                         

（2）トレーニング・レビュー ゴールキーパー編 

シュートストップ                                       
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3. 実践編                                                         

（3）セットプレイ 

キックイン（KI）・コーナーキック（CK）                                                
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3. 実践編                                                         

（3）セットプレイ 

フリーキック（FK）・ペナルティーキック（PK）                                
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4. 指導理論編                                                       

（1）アンプティサッカーの本質 

① 自尊心 

アンプティサッカーを通じて自身の卓越した可能性に気づき、自尊心を育むことが大切である。 

 

② 競争 

アンプティサッカーはゴールを目指して相手と競い合うスポーツであり、全力で戦い、持てる力

を全て出し切ることが重要である。そのため競技の根底として審判員も含めてお互いが相手を思い

やる姿勢、態度、言動が求められる。 

 

③ 勝利 

勝利が全てではないが、相手に勝つためにプレーをするのがアンプティサッカーである。また、

チームで協働しながら得点を狙い、失点を防ぐこと、そのすべては勝利に帰結する。 

 

④ 競技規則 

アンプティサッカーには競技規則がある。競技規則を遵守し、それぞれが競技の本質を追求する

ことに楽しみがある。またクラッチを使った悪意あるプレーと行為は許してはならない。 

 

⑤ 自由 

 自由とは自分勝手ではなく、役割や責任を全うした自由である。 

 

⑥ 決断 

試合では自分で決断し責任のあるプレーをすることがプレイヤーには求められる。 

 

⑦ 協働 

それぞれが持つ強みを活かして、チームスポーツとしてあらゆる可能性を追求することが大切で

ある。 

 

アンプティサッカーの目的 

 アンプティサッカーの目的はゴールを奪うために、ボールを失わずにゴールに向かうことであ

り、ゴールを守り、ボールを奪い返し攻撃することである。しかし、「ボールを失わないこと」が

目的になってしまう、もしくは、「前に向かうこと」だけが目的になってしまうことには、注意が

必要である。 
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4. 指導理論編                                                      

（2）試合の基本的な構造 

 アンプティサッカーの試合では、攻撃と守備がある。ボールを保持している時が攻撃である。ま

た、アンプティサッカーはチームスポーツであるため、攻撃の時にボールを直接プレーする（オン

ザボール）のプレイヤーと、ボールに直接プレーをしない（オフザボール）プレイヤーがいる。同

様に守備においても、ボールを奪うために直接プレーするプレイヤーと、ボールに直接プレーはし

ていないものの、カバーリングなどで守備をするプレイヤーがいる。アンプティサッカーでは、攻

撃と守備の切り替わりが連続して起こる。そのため切り替わりの局面において、状況に応じて求め

られるプレーの内容も変化する。また、通常の試合は広いエリアで試合が行われる。したがって、

それぞれのエリアで求められるチャレンジの優先度が異なることを踏まえる必要がある。 

 

 

（3）プレーの原則 

 アンプティサッカーの試合では、ゴールに向かって相手の守備網を突破しようと試みる。守備側

は突破を防ぐために、相手にボールを前に運ばせないようにスペースを制限する。そのような相手

に対して突破の機会を増やすためのポジションをとる（厚み・幅）。それに対して守備側はボール

奪取を試みるため焦点化したチャレンジとカバーリングを行う（厚み・集結）。コンパクトな守備

網を突破するためには、個々の選手が有する個人戦術を周囲と連携しながら駆使する必要がある

（コンビネーション）。 

守備側は相手の卓越した攻撃を阻むために、連

携して対応する（バランス）。さらに攻撃側は

個々の選手のひらめきによってゴールを奪うこ

とも必要となり（即興性）、守備側はゴールに

迫る相手をゴールキーパーも含めて、状況に応

じたチャレンジとカバーリングを連動させてい

くことが求められる（コントロール）。 
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4. 指導理論編                                                       

（4）攻撃・守備の目的、個人戦術 

個人戦術に関する優先順位 - 攻撃 - 

攻撃の目的は得点を奪うことにあり、シュ

ートチャンスを作り出すことにある。そのた

めには状況に応じた手段や方法があるが、大

前提には常にゴールを意識したプレーの選択

をすることが重要となる。ボールを持ってい

る選手は最も重要なプレイヤーであり、自分

のテクニック、対峙する相手の力量、周囲の

味方の状況を考慮した上で、適切な判断が求

められる。 

 

個人戦術に関する優先順位 - 守備 - 

守備の目的は相手からボールを奪うことで

あり、得点を許さないことにある。そのため

には状況に応じてそれぞれのプレイヤーが的

確な判断をしながらプレーを連続させること

が重要になる。ファーストディフェンダーの

判断は特に重要であり、どのようなタイミン

グでボールを奪いにいくかについて、全体で

イメージを共有することが求められる。 

 

攻撃と守備のまとめ 

ボール状況が変わるたびに、攻撃側および

守備側ともに 1 人目、2 人目、3 人目と目まぐ

るしく役割が入れ替わってくる。個人の役

割、チームの中での攻守の役割、全員が何ら

かの役割を担っている。アンプティサッカー

における試合の質は、ボールに関わるところ

だけではなく、それ以外のところにも多くの

ファクターがあり、全員が常に状況に応じた

効果的な関わりを続けてプレーをすることが

求められる。 
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4. 指導理論編                                                      

（5）コーチング法 

① コーチングとは 

コーチングとは、教え込むことではなく、引き出すことである。自由度の高いスポーツ種目であ

るアンプティサッカーだからこそ、コーチが選手に解決法を教えるのではなく、選手自ら見つけ解

決していく力を身につけさせることがコーチングとして問われる。ただし、コーチ自身が答えを持

たないで選手に問いかけを行うことは正しいコーチングとはいえない。 

 

② ケア＆ホスピタリティ 

  選手自身の障がいの程度、残存体力、競技意欲等をはじめ、本人の意向とともに特に未成年者の

場合は家族の意向にも配慮した段階的なコーチングが重要である。 

 

③ STOP! オーバーコーチング 

 アンプティサッカーの特性は、選手自身が責任をもった判断のもと、自分でプレーを決めて実行

する自由が一人一人に与えられている。しかし、その判断の自由を指導者や第三者が奪い、過剰な

（オーバー）コーチングで選手のプレーを操作してしまうことは特に気をつけなければならない。

オーバーコーチングが日常化すると選手の向上心や自立心が損なわれ、選手は指導者の指示のみに

したがってプレーをするようになってしまい、自分の力で情報収集することや、適切な判断をして

局面を解決していく力が育たなくなってしまうことが挙げられる。 

 

④ STOP! ノーコーチング 

 トレーニングにおいても試合においても、局面に応じた必要なコーチング、フィードバックはな

されるべきであり、何も働きかけがなく傍観していることは指導者としては誤りである。教えるべ

きことは教えなくてはならないが、最終的にクリエイティブな選手、局面に応じた適切な判断がで

きる選手に育てるためにバランスのとれたコーチングを実践する必要がある。 

 

⑤ サイドコーチングの限定 

 タッチライン際からのコーチングは、時として選手に大きな影響を及ぼすものである。ゆえにサ

イドコーチングを行う者を限定する必要がある。特にコーチにはコーチの役割があり、それはピッ

チ内の選手のコントロールだけではなく、ベンチ内のスタッフのコントロールも担っていることを

忘れてはならない。また、レフェリングに対する一喜一憂は選手へプラスになるとは限らない。 

 

⑥ ティーチング 

 プレーの基準やプレーの原則を選手に理解させるためティーチングが有効な場合が多くある。 
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⑦ Guided discovery 

  Guided discovery（発見を導き出す）を働きかけの基本的な考えを持たなければなりません。指

導者は、選手自らが問題解決方法を発見し獲得していくことを導くことが重要である。そのために

はオーガナイズ（課題や場の適切な設定）し、状況に応じてタイミングよく、ヒントになる言葉を

投げかけ、発問するなどの働きかけのコーチングで選手の気づきを促していくことが大切である。 

 

⑧ 3 つのコーチングによるバランス 

 ゲームフリーズは、プレーを停止させて問いかけや、指導、デモンストレーションを行うことで

当人だけではなく他の選手も理解が深まるが、多用すると選手のモチベーションが低下する。 

 シンクロコーチングは、プレーを止めないで効果的な助言を行うことで選手はモチベーションを

維持したままプレーを改善することができるが、他の選手にはわかりにくい。 

 ミーティングは、共通理解が得られやすい反面、ボード上の説明だけではイメージが湧きにく

い。よって 3 つのコーチング法をバランスよく組み合わせることが重要である。 

 

⑨ドリル形式とゲーム形式のトレーニング 

 プレーの基礎となるボールコントロールをはじめあらゆるテクニックの習得には、キックやコン

トロールなど、特定の技術や動きのみを取り出して数多く反復させるには、ドリル形式のトレーニ

ングが有効である。単調なトレーニングにおいても、質へのこだわり、動き出しのタイミングや動

作リズムを選択、判断することを選手に要求する必要がある。ドリル形式で磨いたあらゆるスキル

を実践の場で活かすことが重要である。ゲーム形式つまりは試合環境に近しい現象を取り出したト

レーニングやゴールを設定することで、アンプティサッカーの本質（ゴールを奪う、ゴールを守

る）を意識し、試合で試される課題を多く作り出す必要がある。 

 

⑩ M-T-M を意識したプランニング 

アンプティサッカーの試合は複雑である。

現象を詳しく観察するためには、どのような

視点で試合をみていくかが問われることとな

るが、あくまでも指導者は、さらなるチーム

や個人のパフォーマンスの向上に繋げていく

ことが求められる。 
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（１）各種規範 

下記に挙げる各種規範は、「私たちアンプティサッカーは広くサッカーを通じて、障がいの有無

を超え充実した共生社会の実現を目指します」という特定非営利活動法人日本アンプティサッカー

協会の理念を実現する上で、特に指導現場において留意すべき事項である。なお、下記の規範に抵

触した場合には「アンプティサッカー指導者養成研修修了登録者」から除外する可能性がある。な

お、本件に関する通報窓口は強化委員会（kyoka@j-afa.jp）とし原則として匿名での通報は受け付

けない（2020 年 4 月 1 日時点）。 

 

① 不正行為の防止 

試合の勝敗について予め取り決めを行う等の不正な試合操作に加担しない、他者に強いない、ま

た、それを排除するように行動する。 

1. 試合の勝敗についてあらかじめ取り決めを行う八百長行為は、アンプティサッカー界の信用を

大きく失墜させる。決して八百長に関与してはならない。 

2. いかなる理由でも他者に八百長を持ちかけることは許されない。八百長に関与せず、自身が模

範となって法制度に従い、八百長撲滅の教育や啓発活動を行う。  

3. 万が一、八百長を持ちかけられた場合は、必ず断る。 

 

② ドーピングの禁止 

競技の健全な秩序や風紀を乱すドーピング行為を行わない、他者に強いない、また、それを排除

するよう行動する。 

1. ドーピングが、フェアプレー精神に反し、アンプティサッカーという競技の価値を損ねるだけ

ではなく、選手の健康を害することを認識する。 

2. 世界アンチ・ドーピング防止規程、日本アンチ・ドーピング規程等が定めた禁止物質を使用ま

たは使用させたりなどしてドーピングを行う、行わせることは決してしてはならない。 

3. ドーピングを排除するため、ドーピングに関する知識を深め、選手への啓発活動に努める。 

＜「うっかりドーピング」に対する注意＞ 

「うっかりドーピング」とは、「意図せず」に禁止物質の成分が含まれるサプリメントや 薬品、

点滴などを摂取し、結果として禁止薬物が検出され、ドーピングと判定されることである。意図的

ではなくとも、これによって試合出場停止などの制裁措置が科されてしまう。以前から服用してい

た薬などでも新たに禁止物質に指定されることがあるため最新情報を知っておく必要がある。常に

ドーピング防止の意識を持ち、わからない場合は、医師や薬剤師への確認が必要であることを、選

手に啓発していく。 
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③ 差別の禁止 

人種、肌の色、民族、国籍、出自、性別、年齢、言語、障がい、性的指向、信条、宗教、政 

治、その他の事由を理由とする国家、個人又は集団に対する差別を行わない。また、人権を尊重

し、差別を排除する環境作りに努め、人権侵害や差別に加担するような行為を行わない。 

1. 人権、多様性、異なる価値観を尊重し、いかなる場合においても相手に敬意を持って接する。 

2. 差別的言動、人権やプライバシーを侵害するような発言、いじめ、嫌がらせなど、他人に恐怖

心を与えたり、不快な思いをさせたりするようなことは決してしない。 

3. アンプティサッカーの現場においても日常生活においても、人権が尊重されるよう行動する。 

＜どのような行為が差別的行為となるのか＞ 

他者の人権、プライバシーなどを侵害し、侮辱するような行動や発言全てが差別的行為にあた

る。大切なのは、相手の受け止め方を考えることが重要である。自分や自分と同じ価値観を持つ人

にとっては気にならない言動であっても、人によっては傷ついたり、不快感を持ったりするケース

がある。また、他者の身体的特徴、特に障がいや癖、プライバシー、国籍や宗教、身分、経済 

的・社会的関係などを話題に挙げて、揶揄したり、中傷したりすることも差別となる。当然なが

ら、競技の応援や指導に熱心になり過ぎるあまり、相手チームや選手に対して暴言や侮辱的な言葉

を浴びせることも差別的行為の対象となる。 

 

④ 各種ハラスメントの防止 

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、暴力、誹謗、中傷等、様々なハラスメン

トを行わない、また、それを排除するよう行動する。 

1. 暴力的行為、言葉による攻撃、からかい、侮辱などの言動、またその振る舞い、しぐさなどの

あらゆる形のハラスメントとなる行為はしない。 

2. ハラスメントになるか否かは相手の受け止め方によるところが大きい。相手の人格を尊重し、

自分の言葉や態度に対して相手がどう感じるかを常に意識して行動する。 

3. 一人一人が相手の気持ちを配慮し、ハラスメントの予防とその撲滅に取り組む。 

＜ハラスメントの種類＞ 

A) セクシュアル・ハラスメント:性的嫌がらせ(男性から女性、女性から男性、同性から同性も含

む) 

B) パワー・ハラスメント:地位、人間関係等の職場内の優位性を利用して苦痛を与える行為 

C) ジェンダー・ハラスメント:性別により社会的役割が別れるという考えに基づく行為 

D) モラルハラスメント: 言葉や態度等で精神的苦痛を与える行為(無視、いじめ等) 

など 
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⑤ 暴力根絶 

殴る、蹴る、突き飛ばすなどの身体的制裁、言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧、いじめ

や嫌がらせなどの、これらの暴力行為は、スポーツの価値を否定しスポーツそのものの信頼を失墜

させるものである。暴力行為はたとえどのような理由であれ、それ自体許されないものであり、あ

らゆる場から暴力行為を根絶する。 

＜指導者＞ 

1. 指導者は、スポーツが人間にとって貴重な文化であることを認識するとともに、暴力行為がス

ポーツの価値と相反し、人権の侵害であり、全ての人々の基本的権利であるスポーツを行う機

会自体を奪うことを自覚する。 

2. 指導者は、暴力行為による強制と服従では、優れた競技者や強いチームの育成が図れないこと

を強く認識し、暴力行為が指導における必要悪という極めて誤った考えを捨て去る。 

3. 指導者は、スポーツを行う者のニーズや資質を考慮し、スポーツを行う者自らが考え、判断す

ることのできる能力の育成に努力し、信頼関係の下、常にスポーツを行う者とのコミュニケー

ションを図ることに努める。 

＜選手＞ 

1. 選手は、いかなる暴力行為も行わず、また黙認せず、自己の尊厳を相手の尊重に委ねるフェア

プレーの精神でスポーツ活動の場から暴力行為の根絶に努める。 

 

⑥ 反社会的勢力との断絶 

社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度を堅持する

とともに一切の関係を持たない。 

1. 反社会的勢力に対しては、一切交際しない。 

2. 反社会的勢力に対してその影響力を一切利用しない。 

3. 反社会的勢力との接触があった場合には個人で悩まず、速やかに警察機関へ通報・相談する。 

 

⑦ SNS の適切利用 

SNS 利用において公開した情報は完全に削除できないこと、SNS 上で発信した情報は不特定多数

の利用者がアクセス可能であること、自らの発信した情報が思わぬ形で影響を持つことを理解し、

責任を持って良識ある使用を心がける。 

1. 発信する情報に責任を持ち、誤解を招くような発言をしない。 

2. 第三者の著作権・肖像権侵害・誹謗中傷およびその他関連法規の違反により第三者の名誉を傷

つける行為などの権利侵害行為を行わない。 

3. アンプティサッカーを通じて知り得た個人情報や非公開情報については公開しない。 
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（１）用語の解説 

 アンプティサッカーでは様々な言葉や用語が使用されている。そこで本節では「用語」について

解説し、指導現場やピッチレベルで意見交換をする際に意思の疎通がクリアになるよう共通認識の

構築を狙いとする。なお、同じ用語であっても、選手や指導者によっては受け取る意味が異なるこ

とや（例：ダイレクトプレーとワンタッチ）、他国の指導現場や研究機関と異なる用い方をしてい

る用語があることについて留意する必要がある。 

 

全般 

アジリティ  
バランス。巧緻性、スピードなどを含む体力要素の一つで、瞬発力とともに反応および細

かな方向変化を含む素早い動きをこなす能力のこと。 

インテンシティ 

プレーやゲームの強度。単にフィジカル面だけでなく、アラートさ、心や頭のハードワー

ク等を含む、あらゆる面が含まれたもの。「インテンシティとクオリティ」というようにク

オリティと合わせて表現され、単にフィジカル的な強さや激しさばかりではなく、その中

でも技術戦術面の発揮のクオリティが非常に高くなってきている。 

グッドフットボーラー 

優れたサッカー選手。サッカーの基本をしっかりと総合的に身につけた選手。特に専門性

の高いポジションである GK であっても、フィールドプレーの技術戦術を含めた良いサッ

カー選手としての基本を身につけていることが重要であることを表す時にも用いる。 

コーディネーション 

協調性、調整力等と呼ばれる。フィジカル要素としては、特に全身を協調した状態でうま

く動かすことができ、外的状況に応じて（例えば空間認知）最適に対応して課題を解決す

ることができる能力。一般的に、定位能力、変換能力、リズム能力、反応能力、バランス

能力、連結能力、識別能力の 7 つの能力から成るとされる。 

トーナメント 
いわゆる勝ち上がり形式のことではなく、本来は大会全般を指す。勝ち上がり形式は正し

くはノックアウト方式という。 

リーグ 

いわゆる総当たり形式のことではなく、本来同じ目的で集まったグループ、場のことを指

す。例えば大会の予選ラウンドでの単なる小グループでの総当たり戦のことはリーグ戦と

は言わず、世界大会でもファーストラウンド、グループステージ等と呼ばれる。同じ場の

仲間によるレベルに応じて拮抗した（部制）、長期にわたりホーム&アウェイにて行われる

リーグを文化として定着させ醸成していきたいと考えている。 

リバウンドメンタリティ 
失点、敗北、ミス等の逆境にあっても、それに長々とらわれることなく、跳ね返って立ち

直る強い気持ち（rebound=跳ね返り、反発、回復、立ち直り）。 

レディネス 
準備状態。これから起こること・取り組みことなどに対して用意、準備ができていること

（readiness / ready (準備ができている) の名詞形)。 
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コーチング 

M-T-M メソッド 

コーチングの考え方の一つ。Match-training-Match の略。試合（Match）から課題を見つ

け、それを克服すべくトレーニング（Training）を行い、そしてまた次の試合により良い

試合にすべくチャレンジする、という基本的考え方。試合をめぐって課題発見、克服、再

チャレンジのサイクルを繰り返して成長していく。これは短期（1 日のトレーニングセッ

ション）、中期（例えば週末のリーグ戦と週の間のトレーニング）、あるいは長期（長期的

育成の視野に立って、各年代で身につけるべきことの確認等）のサイクルでも適用して考

えることができる。 

オーガナイズ 
Organize=催し、計画などの準備。ここでは、トレーニング種目の準備全般を指す。場の

設定（大きさを含む）。使う用具、方法（ルールを含む）等の計画・準備全般。 

オーバーコーチング 

サッカーの特性は、責任をもった判断をし、自分でプレーを決めて実行する自由が一人一

人に与えられていることであり、それがサッカーの楽しさの本質であるが、その判断の自

由を指導者が奪い、過剰な（オーバー）コーチングで選手のプレーを決めつけてしまう指

導のこと。その結果、選手は指導者の指示にのみ従ってプレーするようになってしまい、

将来に向けてゲームにおいて自分で適切な判断をして局面を解決していく力が育たない。

トレーニングでもゲームでも、必要な指導、フィードバックはすべきであり、教えるべき

ことは教えなくてはならないが、最終的にクリエイティブな選手、局面に応じて自分で判

断ができる選手を育てるためにもそのバランスには留意する必要がある。 

オープンマインド 

正しくは open-minded。心が広く開いていて、頭が柔らかい。偏見なく、さまざまな考

え方を受け入れやすい。進取の気性に富むこと。今までの自分の経験や価値観だけにとら

われず、新しい知識や考え方等に対しオープンに受け入れる態度。 

“Guided discovery” 

発見を導くこと。自分自身で気づき見つけたものは、しっかりと身につく。単に偶発的に

発見を期待して待つのではなく、それを促すような導きをし、自分たちで発見させるこ

と。そのために、適切なオーガナイズ、声かけを含む働きかけで、促進すること。 

間接指導 

課題を解決するために場を提供し、間接的に働きかけることによって、自分たちで気付か

せ、解決策で見つけて実行させる指導法。気付きを助けるような課題や場の設定、問いか

け等による。 

グッドスタンダード 
良い基準。指導者の取るべき姿勢として、自分自身が良い見本と成るよう模範的な態度を

示すこと。 

クラリティ 
クリア（明確）であること。サッカーの指導においては、特定の状況を明確に取り出すこ

と（⇔リアリティ）。 
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コーチング 

クリエイティブ 

創造性豊かな育成の目標を示す言葉。ここでいうクリエイティブとは、奇想天外、意外性

を指すのではなく、状況や課題に応じて、自分自身で判断して解決策を考えだし実行する

ことができること、その力もっていることを指している。 

ゲームフリーズ 

フリーズ：凍らせる。コーチングをしたい場面がでた時点で状況を一旦フリーズさせ、問

題の起こった場を再現したコーチングを行う。全員の動きを止めることによって起こった

現象のピクチャーを作り確認しながら説明、発問などを用いつつ解決策を確認し、そして

実践が可能となる。一部だけの一回だけの課題ではなく、全体に関わる大事な課題が繰り

返し起こる時（起こりそうなとき）に効果的に活用する。 

言葉の投げかけ 

選手が自分自身で気づくことを促すための声かけ。発問や、プレーさせながらでも、気づ

きを促す。あるいは前にやったことを思い出させる、トライや成功を認める等の声かけで

Guided discovery を促進する。 

シンクロコーチング 

シンクロ：同時性（synchronize=同時に起きる、同期させる）。トレーニングを行いなが

ら、その最中にストップさせずに流したままその場で起こっていることについてコーチン

グすること。 

直接指導 
指導したい内容を直接的に明確に伝える指導法。判断のための基準を明確に伝える。やる

べきこと、やってはいけないことを伝える。 

デモンストレーション 実演して示すこと。行動で示し説明すること。 

天井効果 

自分が相対的に優れている場にいると、そこが天井になってしまい、それ以上伸びなくな

ること。力のある子には、より高いレベルの環境を提供し、天井を高くチャレンジのある

状況にしてあげることが重要。 

トライ&エラー 

失敗をしない、させないことを志向するよりも、積極的にチャレンジをし、失敗をしなが

らも、そこから学んで成長していくことを重視した考え方。それを繰り返すことで、力を

つけていくことが重要である。ゲームやトレーニングの場では失敗を恐れずトライする姿

勢を促し励ますような雰囲気を作ることが非常に大切であり、トライすること自体を認

め、褒めていくことが大切である。 

ドリル 
練習形式。特定の動作や技術を取り出して単純な状況の中で反復して身につけることを目

的としたもの。 
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コーチング 

ノーコーチング 

オーバーコーチングの反対で、何もコーチングをしないこと。選手の自由な判断に任せて

ゲームから学ばせることは大切なことであるが、将来に向けて効果的に学習していくため

には、良い判断ができるようになることを助けるのが指導者の役割であり、基準を伝えた

り、良いトライや良いプレーが出たときのポジティブなフィードバック、忘れかけている

要素を喚起するような声掛け等、様々なフィードバックが必要である。ただ見守ったり、

応援したりするだけでなく、何がどう良いのか、何を改善すべきなのか、伝えることは重

要なコーチングである。 

フォーカスコーチング 

正しくは focused coaching。テーマ、目的に焦点を当て、そこを中心としてコーチングす

ること。行き当たりばったり目についた問題を指摘しても、テーマがぼけて明確な学びに

なりにくい。 

プランニング プラン。計画を立てること。 

リアリティ 
現実的。実際に即していること。ここでは、実際のサッカーのゲームに即していること

（⇔クラリティ）。 

ロジカルコミュニケーショ

ンスキル 

論理的思考を伴うコミュニケーションのスキル。自分自身が意見をしっかり持ち伝える、

聞く、分析し、説明する思考と技術。サッカーにおける自立した判断に直結するものとし

て育成・指導者養成において重視されている。 

 

技術戦術 

アーリークロス 
クロスの一種。相手守備者が戻り切らないうちに、ディフェンスラインとゴールキーパー

の間を狙って浅い位置から早めに入れるクロスのこと。 

アイコンタクト コミュニケーション手段の一つ。目と目でお互いの意思疎通を図る際に用いられる。 

アウトスイング ゴールから遠ざかる方向にスワープするキックのこと（⇔インスイング）。 

アプローチ 

守備者がボールを持っている相手との間合いを詰めるプレー。同様の意味でプレスという

語がよく使われている。相手ボールを奪う、相手に自由にさせないことを目標とした、よ

り積極的な概念でとらえている。 

インスイング ゴールに近づく方向にスワープするキックのこと（⇔アウトスイング）。 

インターセプト 

相手が出したパスを途中で止めてボールを奪うこと。第１DF の状況から、ボール保持者

が相手選手の誰にどんなパスを出すか予測し、適切なポジションから素早く反応すること

が重要である。 

ウイング 
タッチラインよりの地域、あるいはその地域でプレーする攻撃選手のこと。世界では「ワ

イドアタッカー」「フランク」という言葉も用いられている。 
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技術戦術 

ウェッジコントロール 
ボールコントロールの一種。足首と地面の間にある角度をつくって、ボールの勢いを吸収

する技術のこと。 

 

オーバー！ 

「ボールに触らないで次の動きをしろ！」という意味をあらわす言葉。自分の後方にパス

を受ける味方の選手がいる場合や、縦パスを受ける際に（攻撃方向）にスペースがあり、

コントロールの必要がない場合などに味方がかける言葉。 

 

オーバーラップ 

ボールの後方から、ボールを持っている選手の背後を通ってその選手を通り越し、前方の

スペースへと飛び出す動き。動く方向が重なることからつけられた。動く方向が逆の場合

はクロスオーバー。 

 

オフザボールの動き 

ボールを持っていない局面（状況）での動き。時間、スペースの限定された現代サッカー

では、ボールを受ける前、すなわち、オフザボールの動きがさまざまな局面で勝負の重要

なファクターとなる。 

オンザボール/オフザボール 

On=接していること。オンザボールはボールに接している、ボールを持っていること。

Off=離れていること。オフザボールはボールと離れている、ボールを持っていないこ

と。攻守にこの分類を用いる。単にオン、オフと略すこともある。 

カウンターアタック 
相手の守備体勢が整っていないうちに素早く仕掛ける攻撃。特に、相手が人数をかけて攻

撃してきたと背後の手薄になったところを反撃で突く攻撃のことを言う。 

カバー（カバーリング） 
味方の守備者が相手に突破されたときに、他の守備者がすぐ守りに行くこと。あるいはす

ぐ守りに行けるポジションをとっていること。 

「キーパー！」 

ゴールキーパーがクロスの守備やブレイクアウェイの時に、「自分のボールだから触る

な！」というときに叫ぶ。守備者に任せるときは「クリアー！」等、守備の具体的な指示

を出す。 

ギャップ 
守備者と守備者の間にできる隙間。ギャップに通す、ギャップに顔を出す、ギャップを共

有する、といった使い方をする。 

くさび（楔） ポストプレーの時に用いる、前方にいる選手（主としてトップ）の足元への縦パス。 

クッションコントロール 
ボールコントロールの一種。ボールに接触させた面を引くことによって、ボールの勢いを

吸収し、ボールをコントロールする技術。 

組み立て、ビルドアップ 
攻撃側がボールを保持しながら、パスをつないで攻撃を組み立てること。ボールを失わず

に前に進め、より確率の高いチャンスをつくることが重要である。 

クリア 
相手の攻撃から逃れるため、キックやヘディングなどでボールをできるだけゴールから遠

ざけるようにすること。 
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技術戦術 

クロス 
ウイングサイド（参考：ウイング）からゴール前の地域に出すパス。センタリングと同義

であるが、国際的にはクロスが多く用いられている。 

プラス 攻撃方向に対して、水平から見て攻撃方向へ向かう向きのもの。 

マイナス 攻撃方向に対して、水平から見て攻撃方向から戻る向きのもの。 

クロスオーバー 

2 人の選手が互いに逆方向に走りながら交差する動き。一方がドリブルをしながら他方へ

ボールの受け渡しを行う場合や、ボール無しで相手のマークを振り切るために行う場合が

ある。 

コミュニケーション 

意思疎通を行うこと。味方同士のコミュニケーションの手段としては、アイコンタクト、

声、ボディランゲージばかりではなく、アクション（タイミングの良い動き出し等）によ

るものなどがある。味方同士の指示（コーチング）も含まれる。 

コンパクト 
守備のときにプレッシャーとカバーリングが効率よく行えるように、前線から最終ライン

までの幅を狭くして行う守備のこと。あるいはそのような状態のこと。 

コンビネーション 2 人以上のプレイヤーでのかかわりによるプレーのこと。 

サードオブザピッチ 

ピッチとはコートの意味で、コートを三分割したゾーンのことを指す。戦術を考えたとき

に、ディフェンディングサード、ミドルサード、アタッキングサードに分けて考えること

が多い。 

サポート 

ボールを持った選手を助ける動き。ボールを保持している味方選手のためにパスコースを

つくるような動きをすること。オフザボールの動きの一つで、角度・距離・タイミングが

重要となる。 

ジョッキー 
馬を操るように、ボールを持っている選手に対して、ある方向に追い込むようにプレッシ

ャーをかけていく守備方法。 

スウィーパー 
守備陣の後方に位置し、特定のマークを持たない守備選手。ディフェンスラインの裏に出

てくるボールを掃除（sweep）することからついた名前。 

スウィッチ 

①攻撃方向を変えること 

②2 人の選手が互いに逆方向に交差（クロスオーバー）しながらボールを受け渡すこと 

③ディフェンスにおいてマークを受け渡すこと 

スクイーズ 
Squeeze=絞る、押し込む、強くつぶすこと。間合いを詰め、相手に寄りプレッシャーをか

けていくこと。 

スクエアパス 
フィールドを横切るパス、すなわち横パスのこと。主として攻撃のセットアップに用い

る。 
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技術戦術 

スクエアパス 
フィールドを横切るパス、すなわち横パスのこと。主として攻撃のセットアップに用い

る。 

スクリーン 
ボールと相手の間に自分の身体を入れて、ボールを奪われないようにする技術。またはシ

ールディング（Shielding=保護する、かばう）とも言う。 

スタンディングタックル 
守備のとき、身体を投げ出さず、立った状態で相手のボールを奪おうとする、あるいはパ

スやシュートのコースをふさぐ技術。 

スライディングタックル 
守備のとき、身体を投げ出してすらディングをしながら相手のボールを奪おうとする、あ

るいはパスやシュートのコースをふさぐ技術。 

スルーパス 
守備者の間を通してディフェンスラインの裏側を通り抜ける味方へ通すパスのこと。ペネ

トレイトパス、キラーパスとも言う。 

スローイング ボールを手で投げること全般。キックに対して手による配球全体を指す。 

スワープキック ボールに回転をかけて、曲げるキックのこと。 

ゾーンディフェンス 
特定の攻撃者をマークするのではなく、マークの受け渡しをしながら、守備者間の相対的

な地域の分担をもって守備を行う戦術。 

ターン！ 

後方からきたボールを受ける際に、「フリーだからファーストタッチで前を向け！」の意

味を表す言葉。パスの出し手や周囲の見方が声をかける。パスの受け手は、ファーストタ

ッチで攻撃方向への視野を確保する。 

ダイアゴナルラン 
コートの中央からサイドあるいはその逆に斜めに走る（あるいは横切る）動き。スペース

をつくる。利用するために重要となる。 

第三の動き 

A から B の選手にパスが出るとき、C は A から直接受けるためではなく、B に渡ってから

パスを受けるために B がパスを受けるよりも前に既に動きを開始し、より有利なポジショ

ンでボールを受けようとする動き。 

タイミング 

ここでは特に、パスの出し手と受け手がタイミングを合わせること。マークを外し、動き

ながらボールを受けるためには、動き出しのタイミングが重要であり、それを図るために

もボールを受ける前、移動中に周囲の状況を観ておくことが重要である。 

ダイレクトプレー 
余計な回り道をせず、できるだけシンプルにフィニッシュから逆算してプレーを組み立て

ていく考え方。プレーのプライオリティ（優先順位）が非常に重要視される 

チェック 

ある方向に動き出そうとする前に、いったん逆方向へ動いてから急に方向を変えてダッシ

ュしマークを外す動き。ボールを受けるときに重要となる。スピードの変化（緩→急）を

つけることも大切。 
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技術戦術 

チップ 
ボールの下側を蹴り、ボールに逆回転をかけて高く蹴り上げる技術。ロビングのパス・シ

ュートのときによく用いられる。 

チャレンジ&カバー 

第１DF がボール保持者にプレッシャーをかけ、第２DF がカバーのポジションを取るこ

と。ボールが動くたびに、その役割が入れ替わり、それぞれの役割を果たすのに適切なポ

ジションをとる。 

ディシプリン 

チームとして「共通理解」あるいは「約束事」、それが理解され確実に実行されること。

チームの意思を持たせ、意図のあるサッカーを行うために重要なファクターとなる。生活

面での規律の意味にも用いられる。 

ディレイ 

守備の戦術の一つで、相手の攻撃を遅らせること。特に守備の体制が足りず整っていない

際に、整える時間を得たいときに用いる。また守備時に「うかつに飛び込まず、遅らせ

ろ！」というときに仲間にかける言葉。 

テクニック 
サッカーの技術。プレーの局面の状況の中で、その状況に応じた技術を発揮するところま

でを含めてテクニックと呼ぶ。 

トライアングル 
三角形。ボールをもっている選手を中心に、三角形を保ち、サポートできる体制を作ろう

とする動きや、ボールを受けるために三角形を形成する場合などに用いられる。 

ドリブル 
ボールをプレーできる距離に置いて相手に対して運ぶ技術のこと。相手のいないスペース

でスピードを上げて運ぶ「ランウィズザボール」と区別して用いられる。 

ドリブルパス 
スピードのある低い弾道の中〜長距離のパスで、現代サッカーでは特に重要になってきて

いる技術。逆に、ふわっとした浮き玉のパスはロフティッドパスと呼ばれる。 

バイタルエリア 
ペナルティーアーク付近のエリア。ラストパスの起点になりうるエリアを指すことも多

い。もともとは非常に重要なエリアという意味。 

ビルドアップ 攻撃の組み立てを意味する。 

ファーストディフェンダー 
ボール保持者に直接当たる 1 人目の守備者。この守備によって、後方のカバーリングやチ

ーム全体の守備が影響を受ける。 

ファンクショナルトレーニ

ング 

特定のポジションに必要な技術を、そのポジションの選手に対して行う専門性の高いトレ

ーニング。 

フィールドプレイヤー ゴールキーパーに対し、アウトフィールドでプレーするプレイヤーのこと。 

フェイント 
プレーの意図を悟られないようにするための擬似動作のこと。ドリブル突破の時などによ

く用いられる。 
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技術戦術 

フォアチェック 

ボールを奪われたら前線から積極的にプレッシャーをかけ、相手スペースをなくし、でき

るだけ相手ゴールに近いところでボールを奪い、攻撃につなげようとする守備戦術。反対

はリトリート。 

フリック 
ボールを少しかすらせ、ボールを後方へ送る技術。相手を引き出しトップにボールを入れ

る時や、コーナーキックの時などのヘディングで用いられる。 

プルアウェイ 
pull away = 離れる。守備者の視野から消える動きのことで、オフザボールの駆け引きの

重要な手段の一つ。 

プルバック 
クロスの一種。ゴール近く、ゴールライン際まで切り込んでから、後方へ戻すクロス。イ

ングランドではカットバックともいう。 

プレッシャー 

ボールをもっている相手に対して、圧力をかけること。ボールを持っている相手選手に対

して積極的なアプローチをかけることによって相手の自由を奪いボールを獲得する。ある

いは相手の意図を妨害する。 

ボールウォッチング 
ディフェンスでしばしば見られるミス。身体の向きが悪く、ボールを注視するあまり、ス

ペースに走り込んで来る相手選手を把握できないこと。 

ボールコントロール 

飛んできたボールを次にプレーしやすいところにコントロールする技術のことで、ウェッ

ジコントロールやクッションコントロールなどがある。状況に応じたボールコントロール

を身につけることが、日本選手の課題として指摘されている。トラップという言葉を使う

ことがある。 

ボール要素の構成要素 

技術指導の際に留意すべき、各ボール操作を支える要素を整理したもの。指導の際に、漠

然とではなく、どこでつまずいているのかを観察し、具体的に明確に指導するために必要

な観点。 

ボールフィーリング 
ボールに触れる感覚、ボール扱い。フリーの状態でボールを自在に操ることのできる感

覚。リフティング等のボール扱いが自在にできること。（参考：テクニック） 

ポジショニング ポジションをとること。 

ポストプレー 
攻撃の時、前線にいるトップの選手（ターゲットマン）にボールを当てて、バイタルエリ

アに起点を作り、攻撃を組み立てていく方法。 

ホスピタルパス 

パスを受ける味方選手を負傷させてしまうようなスピードの遅い不用意なパス。アプロー

チが速く、パススピードの重要性が当たり前の国には、選手同士でこのような言葉が存在

している。 
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技術戦術 

ポゼッション 

ボールを保持するという意味。チームがボールを持っている（攻撃）際、ゴールを奪うた

めにボールを失わずに保持し、ボールを動かしながら、攻撃のチャンスを作る/うかがう

こと。チームとしてポゼッションするためには、ポジションバランスを整え、正確なテク

ニックで攻撃を組み立てる。ボールを失わないことが重要であるが、失わないことだけを

目的とせず、攻撃の目的を達成するために、効果的にボールを前に進め、次の得点のチャ

ンスをうかがい、作っていくことが大切になる。 

ボディコンタクト 
相手と体を接触させ、ボールをキープしたり守備をしたりするプレー。重心を落とし、身

体を安定させ、体軸で当たることが重要である。 

ボディシェイプ 

身体の向きと態勢を合わせた概念。クリエイティブなプレーのためには、ボールを持って

いる時、持っていない時に関わらず、常に良い身体の向きを保ち、周囲の情報を得ること

が重要である。 

ボランチ 
ポルトガル語で「舵取り、ハンドル」の意味。ディフェンシブ MF を指す。一方、ヅラン

スでは。ボールを奪い返す人、という言葉でこのポジションを表現する。 

マーク 
相手選手のポジションに合わせてポジションをとり、ボールを奪うための態勢を作るこ

と。視野が重要になる。 

マノン！ 

「相手がきているぞ、ボールを奪われるな！」という意味を表す言葉で、最も重要な掛け

声の一つ。ボールをキープしている時などに、その選手が見えない方向から相手がチャレ

ンジしてきた時などに味方選手がかけてあげる。 

優先順位 攻撃、守備の目的に対して、より優先されるもの。 

ラインディフェンス 
スウィーパーを置かず、守備者が相互にチャレンジとカバーとの関係を保ちながら行うゾ

ーンディフェンス。 

ランウィズザボール 
ボールを持って移動する技術。相手をかわすドリブルに対して、オープンスペースへスピ

ードアップして侵入する際に用いる。 

リスクマネジメント 

サッカーの面では、ボールを奪われて守備に切り替わった際に手薄となり破られるリスク

に直面することのないように、攻撃をしている最中から、ボールを奪われた時のことを想

定して対処する準備をしておくこと。 

リトリート 

Retreat = 撤退する、後退する。ボールを奪われたらチーム全体が自陣あたりまで下が

り、そこから守備を開始する守備戦術。ゴール前に人数をかけてゴールを固く守る。フォ

アチェックの反対。 

リベロ 
リベロは「自由」を指す言葉。最終ラインで守備を役目とするスウィーパーに対し、攻撃

時には積極的に参加し、後方からゲームを組み立てていく選手を指す言葉。 
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6. 用語編                                                                 

 

技術戦術 

ロブ（ロビング） 相手の頭上を越して味方にパスをしたりシュートしたりする技術。 

ワンタッチ 

ボールを止めることなしに、ファーストタッチでパス、シュートなどをすること。したが

って、ボールが来る前に周辺の状況を把握し準備しておくことが重要。または、そのよう

なパスを要求するときに味方がかける言葉。「ダイレクトプレー」との混合に注意。 

ワンツー 
2 人の間のパスによる突破の手段。パスを出す選手はパスとともに前方へ走り、受けた選

手は壁の役割をしてリターンパスを行うもの。壁パス、ダブルパスなどとも呼ばれる。 

 

ゴールキーパー編 攻撃 

ディストリビューション 
GK が守備の局面でボールを保持し、攻撃の第一歩として味方にスローやキックにより配

球するプレー。 

パス＆サポート 
GK が見方からのバックパスを受けて攻撃に加わるプレー。ボールを受けるためのサポー

トと味方へのパスから構成される。 

ボレーキック GK が保持しているボールを手から離し、地面に落ちる前に蹴る技術。 

サイドボレーキック 
GK が保持しているボールを手から離し、地面に落ちる前に蹴るボレーキックで、蹴る足

を横から振り出して蹴る技術。 

ハーフボレー 
GK が保持しているボールを手から離し、地面に一旦落として跳ね上がるところを蹴る技

術。 

オーバーアームスロー 手と手首でボールを保持し、腕を肩より上から振り出して投げる技術。 

アンダーアームスロー 手と手首でボールを保持し、腕が肩より下から振り出して投げる技術。 

ベースボールスロー 手でボールを保持し、肩の横、または上から振り出して投げる技術。 
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6. 用語編                                                                 

 

ゴールキーパー編 守備 

アングルプレー 

GK がシュートに対して備えるときに、ボールやゴールの位置、ボール状況を踏まえ、ボ

ールに対してゴールを守る確率を高めるためにポジショニングをとること（立つ位置、身

体の向き、構え方も含まれる）。 

キャッチング 
ボールをつかむ技術（キャッチングには、指先が上を向くオーバーハンドキャッチ、指先

が下を向くアンダーハンドキャッチがある）。 

ディフレクティング つかむことが難しいボールを、手の平、または指ではじき、ボールの軌道を変える技術。 

パンチング つかむことが難しいボールを、拳ではじく技術。 

ファンブル ボールをつかもうとするが、つかめずにこぼしてしまうこと。 

セカンドボール 
シュートやクロスに対して GK がプレーした後で、ファンブル、あるいはパンチングなど

でのクリアが小さく、引き続き相手に攻撃の機会を与えてしまうボール状況。 

ダイビング 
シュートやクロスに対するプレーで、ステップでボールのコースに身体を運ぶ時間がない

ときに地面を蹴り、身体を投げ出してボールにプレーする技術。 

コラプシング 
近距離からうたれた低いシュートに対して、瞬間的に体を地面に素早く倒して守る技術。

ビルが倒壊するかのように体を素早く倒す。 

予備動作 
シュートの守備の際に、動き出しのきっかけとして上下に体重移動すること。大きくなり

すぎると動き出しが遅れてしまう。 

ブレイクアウェイ 
DF 背後、ドリブルやスルーパスなどで相手選手と 1 対１の状況で、相手の攻撃を断ち切

るプレー。 

フロントフット 
ボールが自陣ゴールよりも遠くにあるときなど、DF の背後を広く守るため、前方方向へ

素早いスタートを切るために、前方に出している足。 

フロントダイビング 

ブレイクアウェイのプレーで、相手の足元から離れたボール、あるいはスルーパスに対し

て、相手がプレー前に飛び込む技術。シュートに対するダイビングとは異なり、前方方向

に身体を投げ出す技術。 

ブロッキング 
シュートストップやブレイクアウェイの場面で、近距離からのシュートに対して、身体を

面にしてはね返す技術。 

シュートストップ 
シュートを止めること。GK のさまざまなプレーの中で、シュートを止める部分を特に指

して言う言葉。 
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