バスコー スがないとき、
あなたはどうしろと指導 していますか … ?

状況判断力 を高 め、
相手 との駆 け引 きに勝 つ
■指導 。解説 :坂 下

!

博之

亜細亜大学サ ッカー部監督・ アジアFC監 督 ……元 日本代表、日本学生代表キ ャプテン、筑波大学卒業後 フジ
タ、読売SCで デ ィフェンダーと してプ レー、1991年 現役引退後亜細亜大学監督に就任、東京都 2部 だつた
チームを現在関東 1部 に引き上げる。
また」ヽ
学生か らユースまでのアジアFCを 創設 し行われている一貫指 導が注 目を集めている。

■実技 :亜 細亜大学サ ッカー部
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●394‐ 1 キ ック/ボ レーキ ック/ヘ ディングの技術編
●394‐ 2 グラウンダー/浮 き球のコン トロール編
●394‐ 3 ドリブル・ フッ トワーク/守 備の技術編

今までにない、全 く新 しい考 え方による技術諫習 !
例え練習で良いブレーができてもゲームにおいてそれが生か

:

されなければ何も意味は無い……これは当たり前のことですが、どの年代を
見ても実際にそれができていないケ…スが非常に多いのが現実です。
バスコースがなくなつたとき、あなたはどのように指導 しますか ?
後ろに戻す しかないのか、クリアか、それとも… ?
つま り判断を伴つた技術 レベルの低さ、敵・ 味方の動きやポジシ ョン、その
他状況に応 したプレーの選択とそれに必要な技術の正確性を高める練習をジ
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ュニア年代から行わなか つたことに起因するのです。常に試合を想定 した練
習、状況判断を伴つた練習を行うことが良いプレ…ヤーに成長するための必
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要条件となります。
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紹介しまし
をしたとき、すぐに奪い返されるケ
ースが良く起こりますがこれはボ…ルを奪うことを目的に技術練習を行つた
ための弊害によるものです。目的はボールを奪うことではなく奪つたボール
を次の攻撃につなげるためのものであリダイレク ト′ヽ
スや ドリブルまで状況
を考えて線習をしておく必要があるのです。

ｒ● ´

このような技術練習に対する考え方や状況判断の方法、エキスが―杯詰まつ
ており、従来の技術練習を紹介したものと:ま ―味も二味も変わったものとな
つています。

「ぃかに世界と戦えるか、どうすれば
坂 下 監 督 の 技 術 指 導 は、
世界で勝てるか」という明確な考え方がベースにあります。世界の トップレ
ベル と比較 した場合、日本人選手の多くは状況判断が伴 つていないフリーの
状態で使える技術 しか身に付けていないのです。
技術練習の考え方、指導方法などを改めて見直す材料がこのシリーズには紹
介されています。とにか く見て感 じてください
もちろん技術はジュニア年代に徹底 して行うことは必要ですが、今回の内審
はジュニアだけでなくあらゆる年代で必要な要素が詰まつています
今からでも遅くはありません
ぜひ、日々の トレ…ニ ングにお役立てください
!
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●お申し込み・ お問い合せは、お気経に……

j【 ジャバ ンライム株式会社
TE■ .03‐ 5789‐ 2067
月Д】ι03‐ 5789‐ 2064
〒]41‐ 0022
東京都品川区東五反 田 1丁 目 19番 7号

●最新情報、グループ各社の活動、インターネットからのこ注文は……http:〃 www.japaniaim.oo.jp
お申 し込み″凛
●こ希望のビデオ・DVD Noを 指定 し、
電話か八ガキ、FAX、 もしくはホーム
ベージにてお申 し込みください。
●お名前/こ 住所 :電 話/お 勤め先 :電
話/お 支払い方法をこ連絡 ください。
●送料は何巻でも525円 (税 込)で す。
●表示価格は消費税抜きの価格です。

お支払い方法
↓記 入例
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軒 世界で戦 える技術 を磨 くノ
状況判断力 を高 め、
相手 との駆 け引きに勝 つ
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全 3書 (枚 )24,000円

[脅巻 (枚 )8,000円 ](税 ・送料別

)

「キ ック」「ボレーキック」「ヘデイング」について、基本から応用的な動作まで、その技術とそれを身に付けるための ドリ
ルを紹介。まずキックの基本動作と注意点。そして相手を用すキツクや、同 じフォームでも足首と臓下を使つて蹴り分けるな
ど、相手との駆け引きを想定 した動きを解説 しています。ヘディングでは、スタンデイングとジャンプ、ダイビングヘ ッドの
基本的動作と注意点、そ して様々な場面での効果的な技術をT寧 に解説 しています。
キックの技術
●インステップキ ック (通 常/横 /膝 下でキ ック)
●インフロン トキ ック ●アウトフロントキ ック ●インサイドキック
●アウ トサイ ドキック (通 常/浮 かすキ ック) ●チ ョップキ ック
●カッ トボールキ ック (逆 回転をかけるキ ック) ● トウーキ ック
●ヒールキ ック ●軸足の後方で行 うインサイ ドキ ック

fち

メ

｀

ボレーキックの技術
●インサイ ドボレーキック
●アウ トサイ ドボレーキック (踵 の外側/押 し出すキック)
●インステップボレーキック
(前・横からのポールをボレー/前・
横からのボールを膝下でボレー)

●インステップのジャンプボレー
●インフロン ト・アウ トフロン トボレーキック
●オーバーヘ ッドキック ●ワンパウン ドのボレーキック
●肩・胸・腿でのボレー
[ボ レーキックの基本練習][前 からのポールに対するインステップボレ
ーキックによるシュー ト練習][セ ンターリングからのシュー ト練習]

ヘディングの技術
●スタンディングヘ ッ ド (正 面/横 )
●ジャンプヘ ッ ド (正 面の片脚・両脚踏切 り/横 のひね り)
●後ろへすらせるヘ ディング ●ダイビングヘ ッド(正 面/横 のひね り)
[ヘ ディングの基本練習]

この巻では、「グラウンダーボール」 と「浮き玉」の コン トロールについて、 コー トの各スペースや、状況に応 した コン トロ
ールの仕方、体の各部位 を使 つたハイボ…ルやライナーポール に対する コン トロール技術や注意点など、練習法を交え様々な
場面を想定 しながら。その正 しい動作 と多種多様な個人技術を多角的に紹介 しています。

グラウンダ…のコン トローJレ

浮き球の コン トロ…ル

●インターセプトのコントロール (つ ま先/逆 回転/足 の裏でのコントロール)
●すねでのコン トロール ●軸足の後方での コン トロール
●フォワー ドのコントロール (相 手をブロックしてキープ/ブ ロックして前を向く)

●つま先での コン トロール ●足の裏での コン トロール
●インサイ ド/ア ウ トサイ ドでのコン トロール
●軸足の後方 (軸 足の裏側)で のコン トロール
●太腿でのコントロール (正 面/ア ウトサイド/イ ンサイド/後 方/浮 かして突破)

●ライン際のコン ト□―ル
●つま先に引つ掛けるコントロール

(イ

ンサイドフック/ア ウトサイドフック)

●中盤のフェイン トを入れたコン トロール
●突破のコン トロール (ア ウ トサイ ド/イ ンサイ ドの逆回転で前に出る)
●流すコン トロール (ボ ールに触ると見せて下がる)
●インターセプ トに出ながら、逆足の後方でコン トロール
●懐深いインサイ ドコン トロール
[ゴ ール前でシュー トに持つていくためのコントロール練習][タ ッチライン
際のコントロール練習][グ ラウンダーのコン トロールからのシュー ト]

●胸でのコン トロール (落 とす/開 いて後方/ヘ ディングのフェイン
ト/浮 かすコン トロール)
●肩での コン トロール (止 める/浮 かす/後 方にターン)
●ヘディングでのコン トロール
●ライナーボールのコントロール (イ ンサイドカット/ア ウトサイドカット/イ ンステップカット
)

/ア ウト
サイドでのコントロール (止 める/突破)
●後方からの浮き球をインステップノ
ヘのパス練習 (中 盤に敵がいる場合の
ー
[デ ィフェンスラインからセンタ フォワー ド
各種キック)][中 盤のキックとコントロール技御 [ダイレクトのキック練習]

394‐ 3
「 ドリブル・ フッ トワー ク」では、シ ユー トやバス、 ドリブル突破など、次のプレーに続けるためのキープカを付ける個人技
術を解説。守籠は、相手ボール を奪うことが目的ではなく、奪 つて攻撃することが狙いです。そ してパ ツサー との勝負が、政
撃のチャンスを生みます。「守備の技術」では、敵 と味方の状況を把握 し、バスや ドリブルコースを消すポジショニ ングや、
または相手に抜かれた場合や、不利な状況 においても攻撃に転 じるためのノウハ ウなど、注意点と線冒法を交 えながら場面別
に余すところなく解説 しています。
ドリブル・ フッ トワーク
●大きくドリブルして、相手に足を出させて突破 ●ボールを浮かして突破
●相手を抜いた後、ブロックしてシュー ト ●スクリーン・キープするドリブル
●またぎフェイン ト (ア ウ トサイ ド/イ ンサイ ド)
●雨天時などグラン ド状況が悪い場合に使 う逆回転をかけた ドリブル
●スペー スに逆回転 (フ ック)を かけたボールを出 して突破
●2人 に囲まれた時のドリブルキープ ●パス/シ ユー トと見せかけてドリブル突破
インのフェイントからのドリブル突破
●ヒールバスと見せかけてドリブル突破 ●アウト‐
インからのパス ●クライフターンからのシュー ト
●懐深いアウ トー
●インサイ ドターン/ア ウ トサイ ドターンからのパス
●ディフェンダーのドリブルキープ (下 がりながらの半身)● 横にすらして縦に抜ける突破

お申し込み
お問い合せ

守備の技術
●パスを出させないボジショニングとインターセフト ●ボールを止めた瞬間にポールを奪う
●ターンする瞬間にボールを奪う ● ドリブルの切り返しを予測して奪う
●パスカットを狙つたポジショニング●中盤から戻つてくる味方のディフェンダーを意識して奪う
●背後にいる味方のディフェンダーを意識して奪う ●相手に抜かれてしまつた場合のターン

スライデイングタツクルの技術
サイド
タックル
ロールが乱れた場合にスライディングで奪う ●インサイドタックル/ア ウト
●相手の]ン ト
●シュートをされる時のスライディングタックル ●センターリングに対するスライディングタックル
●スピー ドドリブルに対する体全体 を使つたスライディングタックル
[セ ンターリングに対する守備の技術][攻 撃側の動き直 しの練習]

