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効果的な練習方法	  
（ジュニア選手からの効果的な育成）	
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• 現在大学の強化に関わっている	
• 自身も、大学を経由しグランドスラム
に挑戦していた	

	  
　　経験や知見を現場にフィードバック　	



ジュニア、アフタージュニア、プロに関
して幅広い戦術とあるが、、、	

•  何を目標（最終目標にするかで変わってくる）	
–  目標設定の効果（Rマートン）パフォーマンスを向上させる	

•  じゃあ折角ですから世界のトップを目標に話しましょう！	
•  世界のトップって？＝おおよそ１００位（グランドスラムの本
戦ストレートイン）	

•  では、もう少し上を狙って５０位（ATPランク）にしましょう！	  

•  　	
•  　　　　　　　なぜならば、、裏付けはある！	

大阪体育大学	



なぜなら世界の５０位を目指す　	  
８の可能な裏付けがある！	  
（大学生がアフタージュニアが）	

１）U18までのツアー出場数３１大会/年（mean)	  
２）25歳で１００位切れない選手→５０位へ（４％のみ）	

３）T	  Ito	  (2014年103位・２６歳）→トップ５０への可能性	  
	  
　　　　　　　　　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

　　　　　　　　　　　　　　２４％	  
	
４）２２歳で３００位→トップ１００へ（５３％）	
５）チャレンジャー、フューチャーズ８０大会でフィニッシュ	
６）錦織圭　TOP50位　３年（mean	  7,2年）	
７）２０１４　ATP　１００位　平均年齢２７歳	  
８）５０試合の法則	  
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Morii,Mitsuhashi,Sakai,	  
Coaching	  Review,2011-‐2014	



そこで必要なスキルは？	  
大会のチョイスは？	
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経験	

•  レッドクレーでの戦い	
•  ポジションを下げられてからの展開	
•  セカンドサービスの重要性	
•  リターンの重要性	
•  攻めの速さ	
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どのような知見があるのか？	
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NADAL	 NISHIKORI	

立ち上がり４ゲーム	  
ブレークポイントでのプレー	  
ブレークアップ後のサービスゲームでのプレー	

1STサービス確率	

リターン返球率	

ストロークのコース	  
（リターンも含む・クロス	  
センター方向へ）	

65.30％	

80％	

85.8％	 80％	

61.2％	

2014全豪４R	

66％	
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そもそもテニスとはどんなスポーツ？	

•  オープンスキル（解放技能）	
•  空間と時間	  
•  ボールコントロールとポジショニング	  
•  エラーのスポーツ	
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確率のスポーツだが、いつどのようなボールをどういう風に打球することも	  
大事である	



科学的に練習する必要性はある	
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反復練習（自動化へ）	

ランダム練習（学習パフォーマンス向上）	

昔ながらに言われていた	

GBAに基づいた	

現象の	  
言語・性質・特徴	

質的	



質的アプローチ（実践的に必要な事）	
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立ち上がりのプレー	

ブレークアップ後のプレー	

相手にリードされた時のプレー	



180cmない日本人が必要な事	
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防御力高い	  
攻撃のテンポが速い	

ライジング	  
フットワーク	  
ボールコントロール	

プレーの優先順位	  
１）安定性	  
２）深さ	  
３）方向	  
４）回転	  
５）スピード	



ユニバーシアードチーム目標	  
　　　　　　　　　　　　２０１４道上改変　	
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トップ５０位の現在の	  
テニススタイルとは？（量的）	

•  （戦術）GBA（映像見ながら）	
•  近代テニスの戦術（AUS	  NaConal	  Team)	  

–  セーフラリー	
–  センタリングボール	
–  コースの変更（反面１面）	
–  チェンジギア	
–  アタックザショートボール	
–  ホールドザライン（ネップレー）	
–  ゾーンプレー（攻守フィニッシュ）	
–  ウイニングプレー	
–  サーブレシーブ	
–  スネークイン	
–  アタックザフォワーハンド（フェレール３点ポジション）	
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本日のテーマ（スーパー８Drill)	

•  サービス（２nd)の重要性	
•  リターンの返球率	  
•  ボールコントロールに特化した	  
•  それぞれの局面（創造力）	
– 出だしではどういうプレーをすべきか？	
– リードされたらどいういうプレーをすべきか？	
– ブレークアップではどんなプレーをすべきか？	
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Ver1	  セーフラリー（立ち上がり）	
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Ver2	  センタリングボール	  
（リードされたら）	
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Ver3	  制限ラリーとボールコントロール
（ブレークポイント時）	

大阪体育大学	



Ver4	  ３ゾーン（攻・守・フィニッシュ）	  
（オフェンス＆ディフェンス）	
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Ver5	  ブロックリターンと	  
アタックリターン(poCsion)	
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Ver6	  １stサーブと２ndサーブ	  
でポイント（ブレークアップ）	
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Ver7	  反面対１面	
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Ver8	  スネークイン	
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（心理）やはり、反復練習が必要	

•  なぜか？？？？	
•  反復練習、過剰学習のススメ	
–  １つの神経ー筋の運動会路（技術）を形成するには習得
しようとする技術の運動を何度も繰り返し行う必要がある、
技術、運動の自動化に効果あり。	

•  運動学習とは	
•  知覚を手がかりとして運動を目的にあうようにコント
ロールする能力である運動技能が向上してゆく過程。	

•  運動学習の段階	
– 認識→定着→自動化（機械的、反射的）	
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ブロック練習＜ランダム練習	

•  文脈干渉効果（練習中はブロック、時間を置
いて学習効果はランダム高い）	

•  練習パフォーマンスを抑制するが保持と転移
には促進的に作用する（Magill&Hall	  19990)	  

•  スキーマ理論	
•  情報処理能力　多様性練習効果（スキーマ形
成されやすい）＝脳に感覚が貯蔵される	
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