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指導者養成委員会
２０２１年成果報告①

１．ベンチコーチ（基礎理論と実践）
葛西順一：監修



ベンチコーチの重要性

ベンチコーチは、試合中に孤独で戦っている選手を、後方（ベンチ）で精
神的に力強くサポートする立場にある人に課せられた特権です。
ベンチコーチの方法論は実は確立されています。正しく学ぶことで、選手を

奮い立たせ、落ち着かせ、勝たせる機会を増やすことが可能となります。
選手が勝っているとき、コーチは選手の勢いがさらに増すように声援を送

りましょう。選手が負けている、落ち込み塞ぎこんでいるとき、コーチは後から
背中を押し、励まし、選手の頑張りを引き出し、大逆転を演じさせましょう。
どんな時も、選手の力を最後まで信じ、勝てそうもない試合を勝たせることも

ベンチコーチのテクニックです。それが、選手を勝利の道に導くベンチコーチ
の醍醐味ともいえるのです。

葛西順一：監修



ベンチコーチ（指導）の定石

１．ベンチコーチは、選手に強い働き掛けができる絶好の機会です。

決してコーチが座るための席ではなく、権威を示す席でもありません。

２．選手を伸ばすも生かすも殺すも、ベンチコーチ・テクニック次第です。

３．選手の話は２倍以上聞くようにし、自分の話は半分以下にしましょう。

４．選手の良い点を引き出し、悪い点は敢えて引き出さないようにしましょう。

５．ファイト等の掛け声は、気持ちのこめ次第で強い励ましとなるでしょう。

６．選手を信じ、自分の言葉を信じ、はっきりと選手に思いを伝えましょう。

７．最後の最後まで選手の勝利を信じて、心の底から勝利を願いましょう。

葛西順一：監修



ベンチコーチの基礎



ベンチコーチを学ぶ必要性とは？

県大会団体戦の予選会では、フェンスで仕切られた試合コート後方に、

試合の出場選手と監督・コーチの椅子が用意されています。

シングルスの試合でベンチコーチ専用スペースが設けられるケースは

あまりありません。全国大会で用意されるケースがほとんどです。

つまり、全国大会に出場して、初めて指導者としてベンチに入る体験

（ベンチコーチ）をする人が多いわけです。

団体戦で常に全国大会に出場するチームの監督・コーチの方々は、

選手経験があり、ベンチコーチを受けた経験も豊富です。

卓球の経験がなく、個人の代表選手の付き添いで急にベンチに入る

方にとって、初のベンチコーチは当然緊張もするし、難しいものです。

そこで、ベンチコーチを学ぶ必要性があるのです。 葛西順一：監修



ベンチコーチを先人から学ぶ

過去、20年間にもおよぶ指導者としての経験をもち、無数のベンチコーチを体
験した指導者の方々のベンチコーチ・テクニックを二例ご紹介します。
①全国ホープス・カブ・バンビのトップレベルで活躍している方。
②全国大学のトップレベルで活躍している方。
お二人の体験から編み出されたベンチコーチ・テクニックを披露いたします。
なお、ベンチコーチの対象選手の技術レベル、試合経験、理解度、体格、性

格などは、それぞれ異なっています。そのために、ベンチコーチの内容は全ての
条件で同じというわけではありません。
選手の理解度が違えば、言葉の使い方も変えなければならないでしょう。
ベンチコーチのテクニックは、基本的なことを学んだ後で、経験を重ねることで

ますます磨きがかかっていくものだと思います。
引き続き精進を重ね、その成果を是非指導者養成委員会宛にお知らせ下さい。

葛西順一：監修



ベンチコーチ

（ホープス・カブ・バンビ選手の場合）



ホープス・カブ・バンビのベンチコーチ

• ベンチコーチの果たす役割はとても大きいと言えます。
相手との力の差が３－７で劣勢であっても、ベンチコーチ・テク

ニックでひっくり返すことができる可能性を秘めています。
また、実際に、そのような事を皆様も経験されていらっしゃるか

と思います。タイムアウトを仕掛けるタイミングがよければ、試合
の優劣どころか、勝敗をひっくり返すこともできます。

１．試合前のベンチコーチ
・コートに入る前、選手に対して以下のように説明します。
①相手のラバーの種類を確認するように伝えます。
②リラックスさせるため、背中を軽く叩いて送り出します。

資料1－1



２．ゲーム間のベンチコーチ

＜取った時＞

・良いところを本人に伝えます（なぜ勝てたかを理解させます）。

『フォア前サーブが効いてるよ』、『バックのフォアストレートが効いてるよ』。

・相手の弱いところを認識させます。

『相手はフォアよりバックが下手だね』、『横回転が取れないんじゃないか』。

・こちらの失点の気になる点があれば伝えます（状況によります）。

『無理に回り込んでミスしてるよ』。

・油断しないように念をおして送り出します。

『何点リードしていても油断しちゃだめだよ』

＜取られた時＞

・失点の多いもの（2つくらい）を伝えます。

・相手の弱いところを分析して伝えます。

・こちらの良いところ（武器）を伝えます。

・相手の弱いところと、こちらの強いところで勝負するよう伝えます。

資料1－2



３．試合終了後のベンチコーチ

＜勝った場合>

・誉めてあげます。

・気になる失点をいくつか整理して伝えます。

＜負けた場合＞

・団体戦やリーグ戦で次の試合がある時は、敗戦の分析結果を伝えます。

・次に戦う選手が決まっている場合 その戦型や対策を確認します。

・もう試合が無い場合は、少し強めに反省会を行ないます。

４．ベンチコーチの注意事項
・基本的に怒らないこと。次に試合がある場合は絶対に怒らないこと。
・如何に緊張させずに、コートへ送り込むかを考えましょう。
・状況によって何が必要なのかを判断します。

資料1－３



ベンチコーチ
（大学生選手の場合）



大学生を対象としたベンチコーチ

☆ 選手のやる気を引き出すベンチコーチ
・選手を鼓舞する言葉がけをする。

• 結果を恐れないようにしよう。

• 自分が今出来るプレーを自信をもってしっかりやりきろう。

・この試合に備え練習してきたことを信じて勇気を出しトライしよう。

・選手が好きな言葉（高揚する言葉）を言ってあげよう。

・対象大会・対象試合の戦う意義・目的を再確認させましょう。

（優勝、入賞、ランキング、本選への予選通過、チームへの貢献等）

資料2－１



☆ベンチコーチ

・コートに入る直前は、相手の戦型、精神面の特徴分析、特に気をつけるべき点

の再確認をし、あらためてワンポイントチェックをすること。

・1ゲーム終了時、自分の調子、相手の調子はどうであるかのチェックを行うこと。

・勝ってきた時のゲーム間のベンチコーチ

試合の展開を見て、練習時やいつもの試合時の良いプレーと比較して良いと

ころの確認をアドバイス。サービスからの展開、レシーブからの展開、ラリー

からの展開の中で特にポイントを指摘する。

マイナス面のアドバイスは極力避ける。失点に結びついていると思われる点

だけを確認すること。

・負けてきた時のゲーム間のベンチコーチ

良い時のプレーと、今の試合を比較して、いつものプレーとの違いを指摘し、

気づかせるアドバイスをすること。例えば、フォア前のレシーブの仕方等を

指摘し、それに選手が気づいて実行し、自分のリズムを取り戻して逆転した

ケースは多い。

資料2－２



タイムアウトの取り方の重要性

「タイムアウト」、この問題はとても重要です。約１００年前に

できた「２１ポイントルール」から、「１１ポイントルール」に劇

的に変化しました。サービスも昔は５本でした。現在は、２本交代

です。目まぐるしくスピーディーに変化するゲーム展開は、選手の

みならずベンチにいる指導者の頭も悩ませます。

ヒートアップする選手の試合を冷静に分析して、「ここぞ」とい

う時に、コーチは「タイムアウト」をとらねばなりません。

ベンチコーチの中でも、「タイムアウト」は特別重要です。

さあ、いざ、「タイムアウトの取り方」を学びましょう。

資料3－1

葛西順一：監修



タイムアウトの取り方

＜勝っている時＞
・勝利が近づいてきているが 2～3本連取され、流れが相手に行った時。
・勝っているが、アンラッキーな失点（ネットやエッヂ）で嫌な雰囲気になった時。
・勝ちを意識しすぎて緊張しているような時。

＜負けているとき＞
・一般的にこのゲームを取られたら負けるゲームで、前半で2～3本リードされた時。
（例 ゲームカウント０-２の１－３とか１－４とか）
・接戦であるが、1本リードされているとき、レシーブの２本目前。
（1本は、レシーブに対するアドバイス、その後のサーブに対する指示をするため）
・モチベーションを上げるために！

資料3－2



実例：タイムアウトの成功例①

日本バンビ準々決勝、4-11、7-11のゲームカウント、0-2、3
ゲーム目、1-6でリードされている時にTO。『この試合勝ったら
メダルもらえるんだけどな、もうちょっと！』、とすると、開始1本目、
相手選手のサービスミスからこのゲームをデュースで取り、4ゲー
ム目も接戦で取る。相手チームのコーチが怒り出し、相手選手
は萎縮し、大逆転勝利！

教訓：「あきらめないこと・怒らないことの大切さ・ベンチが怒っ
たら駄目という学びを得た。」

資料3－3



実例：タイムアウトの成功例

県大会小学男子団体戦の決勝戦、相手は小学六年生、こちらは４年生
カットマン。こちらが学年は下であるが格上。1ゲーム目、楽勝で取ってきた
が、2ゲーム目なんだか急に動きも悪くなり失点。保護者に確認したら、昼食
をほとんど食べてない。しかも、７月の午後３時過ぎの試合で明らかにエネ
ルギー切れ。２ゲーム目が終わる前、保護者にカロリーメイトやお菓子や飲
み物、「何でもいいからかき集めてきて」とお願いし、２ゲーム目戻ってきた
時に、『飲め、食え、飲め、食え。よし、これで充電OK、大丈夫だ』といって
送り出したら、見違えるように復活し勝利、団体戦も優勝した。

教訓：「栄養補給の大切さ、ベンチでの見極めの大切さを学んだ。」

資料3－4



全国ホープスの一場面、格下選手に大量リードも最終
ゲーム、みるみる追い上げられてきた。9-7でリードも、構え
た左手のボールを構えたその手が一瞬“ぶるっ” と震えた。
すかさずタイムアウトでリラックスさせた。そのまま行けば、
サーブミスの可能性が高かった一場面。その試合は勝っ
て、団体戦も勝利した。

教訓：「選手の視線、行動、言動等じっくり見ることの大切さ
を学んだ。」

資料3－5

実例：タイムアウトの成功例③



日本卓球協会

指導者養成委員会
２０２１年成果報告①
☆ 指導の「Q＆A」



Q1：初心者にやる気を出させるアドバイスは？

Q2：試合直前の練習はどのように？

Q3：試合で負けた後の対応は？

Q4：将来性ある選手の共通点は？

Q5：指導の中で、最も辛かった経験は？

Q6：指導の中で、最も嬉しかった経験は？

☆よくある質問をまとめてみました。



☆ 初心者にやる気を出させるアドバイスは？
・具体的な目標設定で満足感を達成させましょう。

漠然とした目標でなく、具体的に数値目標を示すことが重要です。

・達成したら褒めてあげましょう。

・より高いレベルを設定して、目標水準をあげましょう。

・より高いレベルで出来ない部分をアドバイスします。

・達成したら褒めてあげ、より上位のレベルへ導きます。この循環を

重視しましょう。

・長所や得意なことをレベルアップさせ、苦手なことを強く要求しない。

・初心者との信頼関係を築く上で、指導者側の聴く姿勢が大切である。

・練習場に来るのが楽しいと思われるように、環境づくりに努めましょう。

・「成長を期待しているよ」、「よくなったね」という言葉をかけましょう。

卓球以外のことで良いことをした時は、しっかり褒めてあげましょう。

資料2－３



☆ 試合直前の練習はどのように？

・大会会場、開催日の入館時間、練習可能時間、卓球台数を把握しておきます。

自分の試合台が分かっているならば、早目にその台を確保しておきましょう。

・打球練習が出来る場合

入館即練習のケースが多いので出来る限りウオームアップをしましょう。

普段の練習開始と同じように、早くトップギアに入れる練習（技術、

サービス、コースの正確性、三球目攻撃、レシーブからの四球目）、

実践に即した内容の試合形式練習後、試合に臨みましょう。

・打球練習が出来ない場合

普段の練習で、ジョギング、柔軟体操、実際のプレーを想定したシャ

ドウプレー、ボールつきによる感覚の確認等、これらの項目をどの程度

行えば、試合で最高のプレーに近づけるかを経験しておき、自分なりの

ものを作っておくことも重要です。

資料2－４



☆ 試合で負けた後の対応は？

・普段の練習から比較分析しておくことが大切です。

・敗因となった技術について、普段の練習方法や質について不足点は何か、

自分の技術が相手に対して効果がなかったか等の分析をします。

・自分が練習で積み上げてきたプレーが、試合で発揮出来たかを分析して

みましょう（サービスから、レシーブから、ラリーから）。

・相手の技術に対応できなかった要因を分析しましょう。

メンタルが影響していなかったどうかについても分析してみましょう。

・勝負ポイントでの決断の分析

負けたとしても何をしようとしたのか、その判断が正しかったかを分析しましょう。

・もう一度対戦する時までに強化すべき点や戦い方など、対戦相手の情報を

記録に残しておき、次の試合に活かしましょう。

資料2－6



☆将来性ある選手の共通点は？

・総合的な運動能力が高いこと。

・積極的で向上心があること。

・謙虚に学ぶ素直な心があること。

・自分の意志で積極的に挑戦心を持って行動ができること。

・根気強く辛抱強く物事に打ち込める素養を持っていること。

資料2－7

・選手が一生懸命努力をしているものの、なかなか結果が残せず、
その努力が報われなかった時。

・選手が無言で組織から去っていった時。
（最も辛かった経験ではありませんが・・・・・）

☆指導の中で、最も辛かった経験は？



☆指導の中で、最も嬉しかった経験は？

・選手自身が一生懸命努力をして、その成果が出た時

の選手の喜ぶ笑顔を見た時。

・また、選手の嬉し涙が見られた時。

・目標や課題設定を選手と共有していて、その課題を

克服できて勝つことを共有できた時。

・選手から真の感謝の言葉が聞けた時。

資料2－8



さあ、いかがでしたか？
１．ベンチコーチ
２．タイムアウトの取り方
３．指導の「Q＆A」

どれも重要です。参考になさって下さい。

皆様の指導体験をお送り下さい。

委員会内で共有し、またお知らせします。


	日本卓球協会
	ベンチコーチの重要性
	ベンチコーチ（指導）の定石
	ベンチコーチの基礎
	ベンチコーチを学ぶ必要性とは？
	ベンチコーチを先人から学ぶ
	�����ベンチコーチ��（ホープス・カブ・バンビ選手の場合）������
	ホープス・カブ・バンビのベンチコーチ
	２．ゲーム間のベンチコーチ
	３．試合終了後のベンチコーチ
	スライド番号 11
	大学生を対象としたベンチコーチ
	　☆ベンチコーチ
	タイムアウトの取り方の重要性
	タイムアウトの取り方
	実例：タイムアウトの成功例①
	実例：タイムアウトの成功例
	スライド番号 18
	日本卓球協会
	スライド番号 20
	☆　初心者にやる気を出させるアドバイスは？
	☆　試合直前の練習はどのように？
	☆　試合で負けた後の対応は？
	☆将来性ある選手の共通点は？
	☆指導の中で、最も嬉しかった経験は？
	さあ、いかがでしたか？

