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滋賀県サッカーカンファレンス

ＴＳＧ報告



ＴＳＧの目的

➢ 現代サッカーのトレンドを知る
・同じベクトルの共有

➢ 滋賀県の立ち位置の確認（各年代）
成果と課題の抽出
・何ができて、何ができていないか
・さらに良くするために何が必要か

➢ 今後の示唆



ＴＳＧの活動（1）
日程 大会名 場所 カテゴリー 備考

2016. 12 京都招待サッカー大会 太陽が丘、他 Ｕ14／Ｕ15 トレセン・
地区選抜

2017. 1 ガンバカップ J-Green堺 Ｕ13 トレセン・
J下部

5 クラブユース滋賀県予選 ビックレイク、他 Ｕ15 県内クラブ

5 中体連春季総体 スポーツの森、他 Ｕ15 県内中体連

6 高体連春季総体 布引運動公園 Ｕ18 県内高体連

6 近畿大会（高体連） 田辺スポーツパーク Ｕ18 関西高体連

6 スポ少選手権大会
（しがぎんカップ）

ビックレイク U12 県内４種

4-7 U16前期トレセンリーグ J-Green堺 U16 トレセン（関西）

8 滋賀招待サッカー大会 ビックレイク、他 U13／U14 トレセン・
クラブ・中体連

8 国体近畿ブロック予選
（ミニ国）

三木総合防災公園 U16 トレセン



ＴＳＧの活動（2）
日程 大会名 場所 カテゴリー 備考

2017. 10 愛媛国体
（滋賀出場なし）

新居浜市
西条市

U16 本国体

10 高円宮杯滋賀県大会 ビックレイク、他 U15 県内３種

11 高校サッカー選手権予選
（滋賀大会）

皇子山、他 U18 県内高体連

11 高校サッカー選手権予選
（静岡県大会準決勝）

エコパ Ｕ18 県外視察

5-11 U14関西トレセンリーグ
（第1節、２節、４節）

J-Green堺、他 U14 トレセン（関西）

12 京都招待サッカー大会 太陽が丘、他 Ｕ14／Ｕ15 トレセン・
地区選抜

2018. 1 ガンバカップ J-Green堺 Ｕ13 トレセン・
J下部

1-2 U14関西トレセンリーグ
（第３節、５節）

J-Green堺、他 U14 トレセン（関西）



今年度の取組み

ゲーム分析（６つの観点）



今年度の取組み

ゲーム分析（６つの観点）

攻撃

守備



大会ＴＳＧ

Ｕ１２年代

スポーツ少年団選手権大会
（しがぎんカップ）

・サッカーの本質の追求
・守備の厳しさの追求
・動きながらのテクニックと攻守に関わる個人戦術



スポーツ少年団選手権大会
（しがぎんカップ）

大会全般

 日程・場所
6/4(日)、11(日)、18(日)

（一回戦：6/4、二回戦・三回戦：6/11、準決勝・決勝：6/18）
ビックレイク

 参加チーム
ブロック予選を勝ち抜いた３２チームによるノックアウト方式
（湖西：８ 湖南：６ 湖東：８ 湖北：３ 甲賀：６ 特別枠：１ 計３２）

 試合時間
４０分（２０分ハーフ）
同点の場合は、ＰＫ戦（ＰＫは３人で行ない、４人目以降はサドンデス）

決勝戦のみ、１０分の延長戦(５分ハーフ) ⇒ ＰＫ戦
自由交代制（交代して退いた選手も再び出場できる）
審判は、三回戦までは１人審判制、準決勝以降は４人審判制



大会全般

優勝 アミティエ

準優勝 びわＳＳＳ

第３位 ジュニオール

第４位 ＦＣ ＳＥＴＡ

２点差以内の試合（内、ＰＫ戦）
15試合（内、ＰＫ戦2）／32試合中

５点差以上の試合
5試合／32試合中
準々決勝以降・・・0試合
一、二回戦・・・5試合（8-0）

スポーツ少年団選手権大会
（しがぎんカップ）



全日本少年サッカー大会
（全少）

大会全般

 日程・場所
11/18(土)、23(木)、25(土)

（一回戦：11/18、二回戦・三回戦：11/23、準決勝・決勝：11/25）
ビックレイク

 参加チーム
ブロック予選を勝ち抜いた３２チームによるノックアウト方式
（湖西：８ 湖南：６ 湖東：８ 湖北：３ 甲賀：６ 特別枠：１ 計３２）

 試合時間
４０分（２０分ハーフ）
同点の場合は、ＰＫ戦（ＰＫは３人で行ない、４人目以降はサドンデス）

決勝戦のみ、１０分の延長戦(５分ハーフ) ⇒ ＰＫ戦
自由交代制（交代して退いた選手も再び出場できる）
審判は、三回戦までは１人審判制、準決勝以降は４人審判制



大会全般

優勝 アミティエ

準優勝 大原ＳＳＳ

第３位 びわＳＳＳ

第４位 北野ＳＣ

２点差以内の試合（内、ＰＫ戦）
25試合（内、ＰＫ戦4）／32試合中

５点差以上の試合
1試合／32試合中（一回戦：7-0）

スポーツ少年団選手権大会
（しがぎんカップ）



大会全般

試合数 ２点差以内 ５点差以上

選手権大会
（６月）

３２試合
１５試合

（内、ＰＫ戦２）
４６．８％

５試合
１５．６％

全少
（１１月）

３２試合
２５試合

（内、ＰＫ戦４）
７８．１％

１試合
３．１％



Ｕ12年代.県内大会の成果と課題

攻撃の成果

 ボールを保持しながらゴールを目指すチームの増加

（ボールを保持するためにテンポ良く動かす／（個）スクリーン・ターン）

 ゴールに向かう意識（パス、仕掛け、ダイレクトプレー）

 ゲームをコントロールできる「個」の存在

 思い切りの良いシュート／強く狙って打つ

攻撃の課題

 動きながらのテクニック（パス、コントロール、ドリブル）

 ボールを失わないためのポジショニングとサポート

 出し手と受け手のタイミングを合わす

 シュートテクニック（構成要素）



守備の成果

 個人で奪える場面も増えてきた

・体軸を入れる

・予測からインターセプト

 ボールを奪いに行くという積極的な守備意識

 ボールを奪い合う、奪い返すといった攻防が増えてきた

 みんなでゴールを守るという意識

Ｕ12年代.県内大会の成果と課題

守備の課題

 ボールを奪いきるテクニック

 ファーストＤＦの対応（間合い、離れない、連続する、足先だけにならない）

 セカンドＤＦのカバーリング

 ボール状況に応じてポジションを取り続ける

 ゴールを守るためにプレッシャーをかける（打たさない／シュートコース）



Ｕ12年代の今後に向けて

 動きながらのテクニックの向上
・コントロール（素早く次のプレーに移れる／相手を観てより優位なところ）

・10～20ｍのパスやクロスの精度

 状況に応じたポジショニングを取り続ける
・「観る」ことを習慣化し、観るものを増やすことで判断して関わり続ける

 タイミング良くアクションを起こす
・パスの出し手と受け手がお互いを観ることでタイミングが合う

 オフザボールの局面で、観て判断することで選択肢が増える
・身体の向きなど

攻撃

守備

 ボールを奪いきるテクニック

 ボール状況に応じてポジションを取り続け、予測してボールを奪いに行く

 ＧＫとＦＰで協力して（連係して）ゴールを守る



大会ＴＳＧ

Ｕ１３年代

ガンバカップ

滋賀招待サッカー大会

・サッカーの本質の追求
・基本の質の追求
・個人戦術の理解
・判断することと、その土台となる「観る」ことの習慣化



ガンバカップ大会全般

日程・場所
2017.1/7(土)、8(日)
J-Green堺

参加チーム
関西２府４県のＵ１３ＦＡトレセンで活動する6チームと、
関西Ｊリーグジュニアユースの４チーム、
大阪の予選を勝ち抜いた地区トレセン２チームの計１２チーム
一日目に３チーム×４ブロックの各予選リーグを行ない、
二日目は各順位トーナメントを行なう

試合時間
６０分（３０分ハーフ）
順位トーナメントで同点の場合は、ＰＫ戦



大会全般 ガンバカップ

優勝 セレッソ大阪

準優勝 ガンバ大阪

第３位 京都サンガ

第３位 大阪府トレセン

【滋賀県の戦績】

〈予選〉
●滋賀県TC 0-3 京都サンガ
●滋賀県TC 0-1 奈良県トレセン

〈３位トーナメント〉
○滋賀県TC 3-0 和歌山県トレセン
○滋賀県TC 2-1 京都府トレセン



滋賀招待サッカー大会
－U13－

大会全般

日程・場所
8/5(土)、6(日)、7(月)
ビックレイク、県内各施設、県内中学校グランド
（＊8/7は台風のため中止）

参加チーム
県内外の６４チームまで（トレセン、地区選抜、中体連、クラブチーム）

１６チームによるカップ戦（４カップ開催）
各カップ戦を勝ち抜いた４チームによるチャンピオントーナメント

試合時間
５０分（２５分ハーフ）
同点の場合は、３人制によるＰＫ戦
選手交代は自由



大会全般 滋賀招待サッカー大会
－U13－

〈鹿深カップ〉 優勝 Ｕ14滋賀県トレセン
〈琵琶湖カップ〉優勝 Ｕ14京都府トレセン
〈近江カップ〉 優勝 Ｕ14福井県トレセン
〈比叡カップ〉 優勝 クレアーレ甲賀

【Ｕ１３滋賀県トレセンの戦績】
〈一日目〉

○滋賀県TC 2-1 Ｖｅｒｖｅｎｔ京都
○滋賀県TC 9-3 レボナ滋賀

〈二日目〉
○滋賀県TC 3-1 クレアｰレ甲賀
●滋賀県TC 1-2 信楽中学校

＊比叡カップ２位



大会ＴＳＧ

Ｕ１４年代

京都招待サッカー大会

滋賀招待サッカー大会

Ｕ14関西トレセンリーグ

・サッカーの本質の追求
「ゴールを奪う」「ボールを奪う」「ゴールを守る」という目的の理解

・基本の質の徹底と個人戦術の積み上げ



Ｕ14京都招待サッカー大会大会全般

日程・場所
2016.12/25(日)、26(月)、27(火)
サンガタウン、立命館宇治、八幡市民、洛西浄化、西宇治公園

参加チーム
招待されたＦＡトレセン、地区選抜、京都サンガの１５チームを
５チームずつ３ブロックに分けた予選リーグを行なう
各ブロック、同順位の３チームで順位リーグを行なう

試合時間
６０分（３０分ハーフ）



大会全般 Ｕ14京都招待サッカー大会

優勝 京都サンガ

準優勝 滋賀県トレセン

第３位 京都市トレセン

第４位 岡山県トレセン

【滋賀県の戦績】
〈予選〉○滋賀県TC 3-2 三重県TC

○滋賀県TC 1-0 京都府TC
○滋賀県TC 3-0 京都クラブ選抜

○滋賀県TC 1-0 奈良中体連選抜

〈１位リーグ〉
○滋賀県TC 1-0 京都市TC
●滋賀県TC 3-4 京都サンガ



滋賀招待サッカー大会
－U14－

大会全般

日程・場所
8/5(土)、6(日)、7(月)
ビックレイク、県内各施設、県内中学校グランド
（＊8/7は台風のため中止）

参加チーム
県内外の６４チームまで（トレセン、地区選抜、中体連、クラブチーム）

１６チームによるカップ戦（４カップ開催）
各カップ戦を勝ち抜いた４チームによるチャンピオントーナメント

試合時間
５０分（２５分ハーフ）
同点の場合は、３人制によるＰＫ戦
選手交代は自由



大会全般

〈鹿深カップ〉 優勝 Ｕ14滋賀県トレセン
〈琵琶湖カップ〉優勝 Ｕ14京都府トレセン
〈近江カップ〉 優勝 Ｕ14福井県トレセン
〈比叡カップ〉 優勝 クレアーレ甲賀

【Ｕ14滋賀県トレセンの戦績】
〈一日目〉

○滋賀県TC 4-0 高槻第六中学校
○滋賀県TC 8-0 男山第二中学校

〈二日目〉
○滋賀県TC 8-1 日野中学校
○滋賀県TC 3-1 宇治ＦＣ

〈チャンピオントーナメント〉
台風のため中止

滋賀招待サッカー大会
－U14－



大会全般 滋賀招待サッカー大会
－U14－

【県外から参加のＦＡトレセン、地区トレセン】
京都府トレセン （一日目：7-0、5-0）（二日目：1-1、4-1）
福井県トレセン （一日目：1-0、6-0）（二日目：0-0、2-2）
千葉市トレセン （一日目：3-0、6-0）（二日目：0-1、7-0）
白山トレセン （一日目：7-1、7-0）（二日目：0-5、0-10）

【県外から参加のタウンクラブ】（ＦＡリーグの１部や関西リーグに所属）

Ｊｰマルカ （一日目：6-0、11-0）（二日目：1-0、2-2）
宇治ＦＣ （一日目：10-0、11-0）（二日目：4-0、1-3）
Ｖｅｒｖｅｎｔ京都 （一日目：1-2、4-0）（二日目：5-0、1-3）

【県内のトップリーグに所属するクラブチーム】
ＭＩＯびわこ （一日目：9-0、13-0）（二日目：0-0、0-7）
ＦＣ湖東 （一日目：11-0、4-0）（二日目：1-1、10-0）
ラドソン滋賀 （一日目：3-0、1-0）（二日目：5-0、1-4）

＊石川県トレセン、千里丘ＪＦＣなどの不参加



Ｕ14関西トレセンリーグ大会全般

日程・場所
5/28(日)、6/25(日)、10/22(日)、11/26(日)、1/28(日)、2/25(日)
J-Green堺、奈良ＦＣ、上富田ＦＣ、三木総合防災公園
（＊10/22の第３節が台風の影響で2/25に順延）

参加チーム
関西２府４県のＵ１４ＦＡトレセンで活動する6チームと、
関西Ｊリーグジュニアユースの４チームによる
１０チームの総当たりリーグ戦

試合時間
６０分（３０分ハーフ）



大会全般 Ｕ14関西トレセンリーグ

【滋賀県の戦績】 （11月26日時点）

5/28 ●滋賀 1-2 ガンバ
5/28 ●滋賀 0-6 大阪
6/25 ○滋賀 2-0 奈良
10/22 滋賀 (順延) 兵庫
10/22 滋賀 (順延) ヴィッセル

11/26 ●滋賀 2-3 サンガ
11/26 ●滋賀 0-2 和歌山

１勝４敗 得点５、失点１３

1/28・・・vs京都、セレッソ
2/25・・・vs兵庫、ヴィッセル



大会ＴＳＧ

Ｕ１５年代

京都招待サッカー大会

クラブユース選手権

春季総体

高円宮杯滋賀県大会

・「個の完成期」と位置付けられ、
テクニックや関わりなど個人戦術の獲得



U15京都招待サッカー大会大会全般

日程・場所
2016.12/25(日)、26(月)、27(火)
太陽が丘球技場・陸上競技場、下鳥羽球技場、宝ヶ池球技場

参加チーム
招待されたＦＡトレセン、地区選抜の２０チームを５チームずつ
４ブロックに分けた予選リーグを行なう
各ブロック、同順位の４チームで順位トーナメントを行なう

試合時間
６０分（３０分ハーフ）
順位トーナメントで同点の場合はＰＫ戦



大会全般

優勝 滋賀県トレセン

準優勝 三重県トレセン

第３位 兵庫県トレセン

第４位 岡山県トレセン

【滋賀県の戦績】
〈予選〉○滋賀県TC 2-0 京都府TC

○滋賀県TC 4-0 京都私学選抜
○滋賀県TC 2-0 福井県TC
○滋賀県TC 2-0 千葉市TC

〈１位トーナメント〉
○滋賀県TC 0-0(PK5-4) 岡山TC
○滋賀県TC 3-1 三重県TC

U15京都招待サッカー大会



U15クラブユース選手権
滋賀県大会

大会全般

日程・場所
予選 ： 4/22(土)、23(日)、29(土)、30(日)、5/3(水)、4(木)、5(金)

決勝トーナメント ： 5/6(土)、7(日)、13(土)、14(日)
ビックレイク、スポーツの森、湖南市民、伊香立、ＪＦＰ、
神照運動公園、希望ヶ丘球技場

参加チーム
クラブ連盟に登録の２５チームを６～７チーム×4ブロックに分け
リーグ戦を行い、各組４位まで決勝トーナメントへ進出する
決勝トーナメントを勝ち抜いた１～４位までに関西大会の出場権

試合時間
予選リーグは６０分（３０分ハーフ）
決勝トーナメントは７０分(３５分ハーフ)、同店の場合はＰＫ戦
準決勝以降は、20分の延長戦(10分ハーフ) ⇒ ＰＫ戦

５連戦



大会全般 U15クラブユース選手権
滋賀県大会



大会全般

優勝 ＳＡＧＡＷＡ

準優勝 ラドソン

第３位 ＭＩＯびわこ

第４位 ＦＯＳＴＡ

U15クラブユース選手権
滋賀県大会

【予選リーグ】
２点差以内の試合

38試合／66試合中

５点差以上の試合
15試合／66試合中

＊予選の5～6試合で出場選手
の選定（連戦、成績）

【決勝トーナメント】
２点差以内の試合

14試合（内、ＰＫ戦4）／16試合中

５点差以上の試合
0試合



中学校春季総合体育大会大会全般

日程・場所
5/18(木)、19(金)、20(土)、21(日)

ビックレイク、スポーツの森、湖南市民、梅ノ子運動公園、
近江八幡市立運動公園、布引運動公園(多目的)

参加チーム
８３チームによるノックアウト方式

試合時間
５０分（２５分ハーフ）
同点の場合は、ＰＫ戦
選手交代については、交代して退いた選手が、交代要員となり、
再び出場することができる（リエントリー可）
交代回数に制限はない

４連戦（最大、４日間で６試合）



大会全般 中学校春季総合体育大会



大会全般

優勝 大津市立仰木中学校

準優勝 大津市立青山中学校

第３位 大津市立瀬田北中学校

第４位 栗東市立栗東中学校

第５位 守山市立守山中学校

第６位 栗東市立栗東西中学校

第７位 大津市立堅田中学校

第８位 近江八幡市立八幡東中学校

２点差以内の試合
87試合中・・・
50試合（内、ＰＫ戦12）

準々決勝以降の12試合では、
7試合（ＰＫ戦2）

５点差以上の試合
87試合中・・・7試合(max.8-0)

＊地域差に開きがでてきた!?
＊学校の規模(部員数)も影響

→リエントリー制
＊フィジカル差も勝敗に影響

中学校春季総合体育大会



高円宮杯 滋賀県大会大会全般

日程・場所
9/17(日)、18(月)、24(土)、30(土)、10/1(日)、8(日)、9(月)、14(土)
ビックレイク、スポーツの森、湖南市民、浅井ふれあい文化公園

参加チーム
４０チームによるノックアウト方式
トップリーグ２～１０位チーム（９チーム）・・・リーグ１位のＭＩＯは関西出場
２部リーグ参加チーム（１６チーム）・・・２ｎｄチームは除く
３部リーグの１位～４位チーム（１２チーム）

２ｎｄチームが１～４位になった場合は、次の順位チームが繰り上げ出場する

ワイルドカード決定戦を勝ち上がった３チーム

試合時間
一回戦～準々決勝は７０分（３５分ハーフ）、同点の場合はＰＫ戦
準決勝、決勝は８０分(４０分ハーフ)、
同点の場合は、20分の延長戦(10分ハーフ) ⇒ ＰＫ戦



大会全般 高円宮杯 滋賀県大会

・トップリーグ１位のＭＩＯびわこは、滋賀第１代表として関西大会出場決定済
・トップリーグ２位～９位までの８チームはシードとして３回戦から
・優勝チームは、滋賀第２代表として関西大会に出場する



大会全般

優勝 ラドソン

準優勝 ＣＯＬＯＲＳ

第３位 ＦＯＳＴＡ

第３位 ＦＣ湖東

２点差以内の試合
39試合中・・・
22試合（内、ＰＫ戦7）

準々決勝以降の7試合では、
6試合（ＰＫ戦1）

５点差以上の試合
39試合中・・・9試合(max.15-1)

＊準々決勝以降の拮抗したゲーム
＊クラブと中体連の差に開き!?

40・・・（クラブ23、中体連17）
ベスト８は全てクラブチーム
ベスト１６に中体連１チーム

高円宮杯 滋賀県大会

中体連：１７
湖西２
湖南４
湖東２
湖北２
甲賀７



Ｕ13-15年代.滋賀県（県内大会)の成果と課題

 ボールを保持して、ゴールに結びつける場面の増加

 個で積極的に仕掛ける、個で突破できる選手の存在

 優先順位を意識し、ボールを奪ってシンプルにゴールを目指すプレーが増加

 ＦＷの背後へ抜け出すアクションが多いチームが上位に進出（タイミングは▲）

攻撃の成果

攻撃の課題

 整った守備に対して、意図的にボールを動かし、相手の変化を観て運ぶ

・パススピード

・コントロールの質 ・オフの準備（身体の向き、サポート）

 意図的に相手を崩してゴールを目指す

・ＤＦ背後へのアクションが少なく、パスを受けることが目的になっている選手が多い

 ドリブルする選手のサポート／選択肢を持ったドリブル

 決定的なシュートを決めきれない、シュートチャンスを逃す

・ラストパスの質／シュートを打つためのボールの置き所



 チームとしても個人としても、前線からボールを奪いに行く意識

 球際でのボールの奪い合いで強さや激しさも見られた

（ただ、その多くが中盤でのセカンドボールの奪い合い）

 ＧＫと連係してゴールを守るという意識

Ｕ13-15年代.滋賀県（県内大会)の成果と課題

守備の成果

守備の課題

 個で奪うテクニック、強さ、状況判断

 ボール保持者との間合いが遠く、奪えるチャンスを逃している場面が多い
・パスが弱い、身体の向きが悪い、後ろを向いている、コントロールが大きくなった

 チャレンジ＆カバーの連動・連係

 前線から奪いに行くが、ロングフィード１本でピンチになる（リスクマネジメント）

 クロスの対応でボールウォッチャーになってしまう

 守備の個人戦術の理解不足

・「奪う」、「守る」、コンパクト・・・etc.



Ｕ13-15年代の今後に向けて

 パス＆コントロールなどの動きながらのテクニックの向上

 パススピードを上げる

 多彩なキック、ヘディング

 相手を観て判断してプレーする精度を高める（オンの選手）

 ゴールを意識した中で、ボール保持者の選択肢になる（オフの選手）

 中盤で前向きになったときに優先順位として背後に動き出す選手を
増やす

 最初のアクションでパスが出なかったときに動き直す、関わり続ける

 ゴール前の時間とスペースが限られた中でのシュートシーン

 ボールを奪った後の判断、テクニック

・チャンスを逃さない

・すぐに失わない

攻撃



Ｕ13-15年代の今後に向けて

守備

 相手に確実にボールを持たれたときに、ファーストＤＦを明確にし、

奪いどころを共有して意図的に奪う

 味方やボール状況で観ることで予測力を高める

 間合いを詰め、身体を入れてボールを奪いきる守備

 ロングボールやクロスの対して、正しいポジションを取り続ける

 守備の原理・原則を理解し、守備の個人戦術を向上させる


