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2016 NTC U-12の基本的考え

 テーマ追求型：各セッションでテーマを設定 （指導者への発信）

 「ゴールを目指す⇔ゴールを守る」、「ボールを保持する⇔奪う」というサッカーの本質を
追求する

 判断をともなったテクニックの質を追求

 ONを改善するためのOFFの動き、ONでもOFFでも相手との駆け引きを大切にする

 3人称の関係をベースに積み上げる

 C級の内容をベースに選手レベルに応じて質を追及する

⇒オーガナイズの広さ、ルール、人数

⇒選手のレベルに応じて発展、難しければC級の立ち返りメニューの戻る



ボールを奪う実技②

W-up

20m～２５ｍ

キーファクター

・ボールを奪いにいく
・ファーストタッチの対応（ステップワーク）
・予測

最初に８人ボール２個でパス＆コントロールをしっかりと行う
アプローチの目的を忘れない

（ボールを奪う為、相手の自由を奪うために移動中に少しで
も寄せて奪うチャンスをつくる。）
100％でやらせる
チャレンジの優先順位
闇雲に行くのではない→レクチャーでフォロー
コーチの声かけとして 奪わない×
相手との距離にチャレンジさせる（手でタッチできるぐらい）
→対応

①パス＆コントロール オーガナイズ
(1)大きさ： 20ｍ～25m×20ｍ～25m
(2)用具：ボール、マーカー
(3)方法：・８人でパス
ボール２個で
①フリーで動きながらパス＆コントロール
②パスしたらアプローチ

2～3秒間 → 対応する
※1対1の対応を間で入れる

ボール１個で
③一番近い人がアプローチ
ボールを奪ってOK、2～3秒間奪いに行く
パスで１クッション入れてから次のパスで
奪いにいく

※１対１の対応
オーガナイズ
(1)大きさ： フリー
(2)用具：ボール
(3)方法：ドリブルを大きくしたタイミングでからだを
入れてボールを完全に奪う

留意点留意点

タイミングをつかませる
完全に体を入れる（上体だけにならない）
W-UPの中で入れる

留意点留意点
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守備 ボールを奪う実技②

25m→30m S

S

20m

オーガナイズ
（1）大きさ：20m×25m→30m
（2）用具：ボール、ビブス、マーカー、コーン
（3）方法：サーバーからスタート ラインゴール

・オンとオフのポジショニング
・チャレンジの優先順位
・予測

キーファクター

アラートな状態から、ボールを奪いに行くことを促す
ボール状況に応じたポジションを獲得する
サイズを広げて難易度をあげる
攻撃側 働きかけで互いに観ること、ポジショニングを考え
させることで質の追求を行う

留意点留意点

Tr.1

※１ｓｔDF質の向上とオフでは状況を考えて常に良いポジション取り続けることを求める。

そのために目の前のこどもたちによってオーガナイズを使い分ける。＜ランダムコーチングに気をつける＞

オーガナイズの変化と求めるもの

・サーバーへのリターンパスあり

→ボールへのアプローチとサーバーに返されたらポジションの取り直し （チャレンジ＆カバー）

・サーバーがワンタッチのみ

→予測しやすくなりアプローチできる アプローチの質に働きかける （時にはパスカットを狙える）

→状況としてマンマーク気味に対応してしまう

・サーバーへの直接リターンなし

→１ｓｔDFの対応で、2ndDFの予測、連動を考えさせる

・サーバへバックパスなし

→ボールに対してプレッシャーをかけて、奪う（成功体験）

→状況としてマンマーク気味になってしまう

・サイズを30mに広げる

→マンマークだけになるとスペースが大きく空くため→マークとカバーのポジションを考えさせる

※サーバーにGKを入れてDFとのコミュニケーション(コーチング）をとって連携して守備をする
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隙をのがさない → ジャッジする

・コントロールミス

・顔が下がっている

・選択肢がない

・パススピードが遅い

３対３＋Ｓ



実技② ボールを奪う

40m～
45m

Ｃ

G

G

Tr.2 ２対２＋２対２＋ＧＫ オーガナイズ
（1）大きさ：40～45m×25m
（2）用具：ボール、ゴール、ビブス、マーカー、コーン
（3）方法：

・セパレート（プレーエリア限定）
・コーチからの配球
オプション エリア間の進入
①フロントコートにボールが入ったときに守備者が１人

入って良い（プレスバック）
②攻撃側も１人入って良い

・オン、オフのポジショニング
・チャレンジの優先順位
・予測
・ＧＫとの協力

キーファクター

攻守 ２つの選択肢を持ちながらプレーすることが基本
攻撃 動きながらのプレーできるポジション→幅と厚みを効果的に！

パスの選択肢 →動きながらのコントロールの質 ドリブルとパスの選択肢 等
守備 オフでマークだけにならないように！チャレンジとカバーを常に意識する（どちらにも行ける）ポジションを取り続ける

２ndDFは、ボール状況やエリアでポジションが変わってくることを気づかせる。（深み・味方の距離）
５人が協力してボールを奪うためのコミュニケーション（声で助け合う）
発展で②になると、攻撃側も入ってくるので状況によって、プレスバックorゴール方向に戻る

※ GKに攻撃の優先順位を意識させ、守備側にも対応を考えさせる

留意点留意点

ゴールが入ったのでゴールを意識させる。前後でどう守備するか →予測を含めてボール状況で駆け引きする

GKは、ゴールとDFの背後のスペースも守る →DFと連携に繋がっている

スペースとマークを意識してポジションを考えさせる →発問で引き出す （Tr１で広げて行うことは必要）

→意識として規制ありきではなく、奪いに行かすことを大切にする。
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W-up パス＆コントロール

・動きながらのパス、コントロールの質
・動き出しのタイミング

15m

オーガナイズ
(1)大きさ： コーン間15m 、コーン〜マーカー3m
(2)用具：ボール、コーン、マーカー
(3)方法：
①外側のマーカーからスタート、コーンとマーカーの間への

パスをボールに寄りながら外側の足でオープンにコント
ロールしてパス

②外側のマーカーからスタート、コーンへのパスをパスが
来た方向にコントロールして内側の足でパス

③外側のマーカーからスタート、コーンへのパスを前方向
にコントロールしてパス

OP
④内側のコーンから外側のマーカーにステップして①②③の

複合でボール状況と受け手のアクションで合わせていく

15m

3m

OP④

② ③

・主導権を握るために動きの習慣化
（パス＆ムーブ、ボールに寄る）
・ゆっくりでも動きながら、パスとコントロールが 正確にできることを目指す
ベーシック（シンプル）なことから、積み上げること
※良く観察してジャッジすることが大切 ←シンクロコーチング
※全体にねらいを伝える ←フリーズ＋デモ
※左右行うこと（重要）
※動きの習慣（蹴った足が一歩）
※遠い足でプレーすることを意識させる
コーチング（積み上げ）
１ 精度 パスの質→正確さ、強さ、意図

コントロールの質→動きながらボールと一緒に
→意図的に
→選択肢のある置きどころ

２ 動き出すタイミング
顔を上げて→蹴れる瞬間＋マークを外す動き（チェック）
選択肢になるサポート（ポジショニング）

３ 観る いつ→どこを（何を）

②ボールがきた方にコントロールからクロスのキックをさせることもねらい
OP④マーカーで止まってコントロールしてプレーしてしまう
→タイミングが速い、マーカーまでしかバックステップしない、ステップ・身体の向きも含めて準備が悪い

※さまざまなコントロールからのパス

留意点留意点

キーファクター
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実技① 動きながらのテクニック

７対７＋ＧＫ

６対３ オーガナイズ
(1)大きさ： 15m、3m、12m-14m
(2)用具：ボール、マーカー、ビブス
(3)方法：
・攻撃者はボールを保持しながら
Ａゾーン⇔Ｃゾーンへパス交換する。

・守備者はボールがあるゾーンに２名、
中央Ｂゾーンに１名で守備する。

・ビブスを３色用意し、ボールを失ったチームが守備
・逆ゾーンにパスが入ったら必ず１本パスを繋いで
逆ゾーンを目指す。

ＯＰ
・守備者の人数配置をフリーにする。

・動きながらのパス、コントロールの質
・動き出しのタイミング
・良い準備

キーファクター

・攻撃方向を意識することで、良い準備が求められ、テクニックの質が問われてくる
・動きながらのコントロールを求めることで、そのための準備を引き出していく
・相手がいることで、相手との駆け引きが出てくる
・ボールを奪いに行かせる（得点を競わせる）

留意点留意点

12m-14m

3m

Tr.2

Game

テクニックのテーマからフォーカス

相手を観て判断させる

相手を観てポジションを取り続ける

（サポートし続ける）

観るための準備（体の向き）
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15m

Ａ

Ｂ

Ｃ

キーファクター

・動きながらのパス、コントロールの質
・動き出しのタイミング
・攻撃の優先順位
・良い準備




