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準備 

 

チームデータユーザー登録 

ご購入いただくとすぐに、お客様のメールアドレスにチームデータユーザー登録用のリン

クが自動的に送られます。必要な情報を入力してから”Register”ボタンをクリックしていた

だくと、12 時間以内に（土日、祝日以外は１時間以内）お客様にソフトのダウンロードフ

ァイルとプロダクトキーをお送りします。ソフトをインストールしてから、ソフトを立ち上

げて最初に出る画面にユーザー登録した情報とプロダクトキーを入力し、ソフトにログイ

ンします。 

その後は、毎回チームデータを開くだけで、パスワードや再ログインは必要ありません。 

V-01 ユーザー登録＆ログイン 

https://youtu.be/Ubmg03ssWzE 

 

コピー ＆ ペースト 

チームデータの使用にあたって、それほどコピーアンドペーストコマンドを使用する必要

はありませんが、スカウティング、トレーニングビデオ、ゲーム分析メニューでビデオリン

クのペーストを実行するなどのときに必要になる場合があります。 

コピー ： Ctrl + C 

ペースト： Ctrl + V 

 

メニュー1：選手情報 

１ 選手情報の項目を入力していきます。すべての項目を埋める必要はありません。 

  あなたのチームに必要な項目を入力して保存してください。 

２ 最低限必要と思われる入力項目は以下の通りです。この他は必要に応じて入力してく

ださい 

・選手の名前：３種類の入力ができます。例えば漢字、アルファベット、カタカナなど。 

  リストにする場合、一番上の表記が採用されますので、使いやすい表記を一番上にする

ことをお勧めします  

・登録日：このアプリに登録した日です。同じカテゴリーの選手はこの登録日を同じに

してください。何日かにわたって登録した場合でも同一の日付にしてください 

・誕生日 

・カテゴリー：すでに設定されているカテゴリーの他に A、B など必要に応じて追加で

https://youtu.be/Ubmg03ssWzE
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きます 

  ・ライセンスナンバー：JFA 選手登録番号 

  ・チームナンバー：あなたのチームでの選手番号 

選手情報の入力についてのチュートリアルは以下をご参照ください。 

V-02 選手情報の入力 

https://youtu.be/WckzgxNaxlI 

  

３ 評価の基になる戦術、技術、メンタル、フィジカルの今シーズンの登録をします。 

  １シーズンに４回分の測定記録が入力できます。 

  各登録と同時に初回の測定日付も登録されます。 

  シーズン最初の測定日は、このアプリに登録した日（登録日）に揃えてください。 

４ 次にフィジカルの評価のためのデータを登録します。 

  これも戦術、技術、メンタルと同じで、１シーズンに４回分の測定記録が入力できます。 

  シーズン最初の測定日は、このアプリに登録した日（登録日）に揃えてください。 

  測定データの入力についてのチュートリアルは以下をご参照ください。 

 V-03 評価のためのシーズン登録 フィジカル  

https://youtu.be/vGvW-JFaA1k 

 

１シーズンに最大４回分の測定データが登録できます。 

１回分の戦術、技術、メンタルとフィジカルの測定日は、実際には何日かにわたって測定し

た場合でも、同じ日付で登録してください。 

選手の成長を追いかけたり、データを検索する際に便利です。 

 

項目の編集 （ドロップダウンリストの編集） 

各メニューの中には、ユーザーが自由に書き換えられる項目があります（👁のマークが付い

ている項目です）。必要のない項目を削除したり必要な項目を追加することができます。 

以下のチュートリアルをご覧ください。 

 

V-04 ドロップダウンリストの編集 

https://youtu.be/J1VjRuk_adY 

 

 

 

 

https://youtu.be/WckzgxNaxlI
https://youtu.be/vGvW-JFaA1k
https://youtu.be/J1VjRuk_adY
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メニュー2：チーム情報 

チーム情報のメニューは選手の一般的な情報やフィジカル評価結果などをリストにして出

力するのに便利です。カテゴリーごとや、欲しい情報ごとにリストを作成できます。 

このページは出力のみで、情報を入力することはできません。 

一般情報やフィジカル情報などから最大６項目をリスト化することができます。 

V-05 チーム情報 

https://youtu.be/biezPEPHb1I 

 

メニュー3：戦術 

１シーズンに最大４回の評価ができ、シーズンの終わりには選手の変化が一目でわかります。 

初回の日付はこのアプリに登録した日（登録日）としてください。 

攻撃と守備でそれぞれ２０種類の評価項目があります。それぞれの項目について１から 10

までの評価ポイントを入力します。 

V-06 戦術評価 

https://youtu.be/Dlqfjr-cU-Y 

 

メニュー4：技術 

１シーズンに最大４回の評価ができ、シーズンの終わりには選手の変化が一目でわかります。 

初回の日付はこのアプリに登録した日（登録日）としてください。 

攻撃と守備でそれぞれ２０種類の評価項目があります。それぞれの項目について１から 10

までの評価ポイントを入力します。 

V-07 技術評価 

https://youtu.be/Dlqfjr-cU-Y 

 

メニュー5：メンタル 

１シーズンに最大４回の評価ができ、シーズンの終わりには選手の変化が一目でわかります。 

初回の日付はこのアプリに登録した日（登録日）としてください。 

２０種類の評価項目があります。それぞれの項目について１から 10 までの評価ポイントを

入力します。 

V-08 メンタル評価 

https://youtu.be/xySOzdlILck 

https://youtu.be/biezPEPHb1I
https://youtu.be/Dlqfjr-cU-Y
https://youtu.be/Dlqfjr-cU-Y
https://youtu.be/xySOzdlILck
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メニュー6：フィジカルパフォーマンス 

選手のフィジカル能力を評価するための様々なテスト項目があります。１シーズンに最大

４回の評価ができ、シーズンの終わりには選手の変化が一目でわかります。 

6-1 フィジカル評価 

このページでは、選手の一般的な情報や健康状態についての情報、ケガの状況などが見られ

ます。BMI、Hb、VO2 標準値については、その年代での国や世界の標準値を入力しておけ

ば、あなたのチームの選手と比較することができます。 

 

重要 

このページで登録されたフィジカルテストの日付は、パワー/ストレングス、持久力、スピ

ード、アジリティのページに自動的に反映されます。 

V-03 フィジカル測定のシーズン登録と日付を決める 

https://youtu.be/vGvW-JFaA1k 

 

6-2 ボディサイズ 

このページでは選手のボディサイズの変化がわかります。 

特別なフィジカルトレーニングを行っている場合などでは、１シーズンに最高４回までの

測定値を入力できます。 

 

フィジカルテスト 

行ったフィジカルテストの結果が小数点以下２桁まで入力できます。 

標準的と考えられるテストをリストにしてありますが、このリストのすべての項目を入力

する必要はありません。パワー/ストレングス、持久力、スピード、アジリティの各項目に

ついて、何種類のテストを行うかはユーザーの自由です。ただし、カテゴリーの全員に同じ

項目でテストを行ってください。 

また、持久力については 1600ｍプロトコルだけが評価に反映されます。それ以外の項目は

入力されていても反映されません。 

 

6-3 パワー 

パワーについてのテストには 11 種類を採用しています。全部を実施しても、1 種目だけで

も、数種目を選んでも、それらの平均値が総合評価に反映されます。 

テストの結果はメートルで入力してください。例えばスクワットジャンプ 45cm は 0.45ｍ

と入力してください。 

https://youtu.be/vGvW-JFaA1k
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11 種目は短縮表記されています。正式には以下の通りです。 

ジャンプ CMJWA/m：腕の振りを使ったカウンタームーブメントジャンプ 

ジャンプ スクワット J/m：スクワット ジャンプ 

ジャンプ 6J 手を使って/m：腕の振りを使った 6 回の連続ジャンプ 

ジャンプ 6J 手を使わない/m：腕の振りを使わない 6 回の連続ジャンプ 

ジャンプ垂直 左/m：左脚だけを使った垂直ジャンプ 

ジャンプ垂直 右/m：右脚だけを使った垂直ジャンプ 

三段跳び 前進/m：水平方向のジャンプパワー 

ロングスロー 左/m：左手でボールを投げる 

ロングスロー 右/m：右手でボールを投げる 

ロングキック 左/m：左脚でボールを蹴る 

ロングキック 右/m：右脚でボールを蹴る 

V-09 パワー測定 

https://youtu.be/rAm6pIk8blg 

 

6-4 ストレングス 

ストレングスについてのテストには 8 種類を採用しています。全部を実施しても、1 種目だ

けでも、数種目を選んでも、それらの平均値が総合評価に反映されます。 

テストの結果はキログラムで入力してください。 

チームデータではパワーはメートル、ストレングスはキログラムでの評価を採用しています。 

V-09 ストレングス測定 

https://youtu.be/rAm6pIk8blg 

 

6-5 持久力 

持久力についてのテストには５項目を採用しています。全部を実施しても、1 種目だけでも、

数種目を選んでもユーザーの自由です。テストの結果は分で入力してください。 

持久力では 1600ｍプロトコルの結果だけが総合評価に反映されます。そのため必ずこの種

目を入力してください。 

1600ｍプロトコルテストとは： 

選手は 1600ｍを 6 分以内をめざして走らなければなりません。陸上トラックがなく、105

×68ｍのピッチの場合には、ピッチの周りを４周と 216ｍになります。選手はここを 6 分

以内を目標に走り、ベストタイムを入力します。15 才以上の選手なら 6 分以内で走れるは

ずです。 

V-10 持久力測定 

https://youtu.be/18IVE6VC_LM 

 

https://youtu.be/rAm6pIk8blg
https://youtu.be/rAm6pIk8blg
https://youtu.be/18IVE6VC_LM
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6-6 スピード 

スピードについてのテストには 6 種類を採用しています。全部を実施しても、1 種目だけで

も、数種目を選んでも、それらの平均値が総合評価に反映されます。 

サッカーの場合は 40ｍスプリントの測定が一般的です。 

テストの結果は秒で入力してください。 

スピード測定機材がある場合には 10ｍごとのスプリントタイムを測定することは有効です。 

V-10 スピード測定 

https://youtu.be/18IVE6VC_LM 

 

6-7 アジリティ 

アジリティについてのテストは 2 種類を採用しています。両方を実施しても、1 種目だけで

も、それらの平均値が総合評価に反映されます。 

テストの結果は秒で入力してください。 

アジリティテストステップ 50 を実施するときは、右からのスタートと左からのスタートを

両方実施し、平均値を入力してください。独自のアジリティテストがある場合には、説明図

を変更してテストを実施してください。 

 

アジリティテストの説明図を変更するには下記をご参照ください。 

V-11 アジリティテストの入力と説明図の変更 

 https://youtu.be/cv-n9hqJpyg 

  

メニュー7：スカウティング＆ﾋﾞﾃﾞｵ 

興味のある選手のデータベースを作成するための、ビデオライブラリーを備えた特別なフ

ァイルです。ワンクリックで選手の情報や映像が見られます。 

 V-12  スカウティング＆ビデオ 

https://youtu.be/MMc7z3i5Ucc 

 

メニュー8：テストプログラム 

選手のフィジカルテストの結果を出力するためのメニューです。出力のみで入力はできま

せん。カテゴリーや、いつのテストのどの項目が必要かを選んでリスト化することができま

す。項目は最大８項目まで選べます。 

リストを１つ作成したら、連続して作成はできませんので、２つ以上のリストを作りたい場

合には一旦このテストプログラムから出て、入り直してから 2 つ目を作成してください。 

https://youtu.be/18IVE6VC_LM
https://youtu.be/cv-n9hqJpyg
https://youtu.be/MMc7z3i5Ucc
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V-13  テストプログラム 

https://youtu.be/yx1MWWmkwgA 

 

メニュー9：リハビリテーション 

9-1 受傷情報 1 

9-2 受傷情報 2 

9-3 リハビリ計画 

選手がケガをしたときは、受傷情報 1 および 2 にケガについてのすべての情報を入力しま

す。レントゲン写真なども受傷情報 2 に保存することができます。 

リハビリ計画では、左上から順番に負荷の軽い運動から段階的に負荷を上げていくような

トレーニングが設定されています。ケガの程度により、あらかじめ設定されているトレーニ

ングを段階的に行っていくことで、コンディションを上げながらチームに合流できます。 

V-14  リハビリテーション 

https://youtu.be/gxrHad-bwgc 

 

メニュー10：トレーニング動画 

メニューは、スカウティングと同じシステムです。画面の上半分が入力画面で、下半分が出

力画面になっています。 

ビデオで撮影したチームのトレーニングや、動画サイトで見つけたおもしろいトレーニン

グなどを登録しておけば、見たい時にいつでもワンクリックで見られます。トレーニングの

内容も入力して保存できるので、探す手間も省け、スタッフ間や選手へのプレゼンテーショ

ンも簡単にできます。 

V-15 トレーニング映像 

https://youtu.be/jBLgQZXYyGY 

 

メニュー11：ゲーム分析ビデオ 

メニューは、スカウティングと同じシステムです。画面の上半分が入力画面で、下半分が出

力画面になっています。 

自分で作成した分析図があれば、４種類まで画面に表示することができます。また、ビデオ

映像や動画サイトを登録しておけば、ワンクリックで見ることができます。スタッフや選手

へのプレゼンテーションもワンクリックで時間の無駄がありません。 

V-16  ゲーム分析＆ﾋﾞﾃﾞｵ 

https://youtu.be/xhZkbnkv67A 

https://youtu.be/yx1MWWmkwgA
https://youtu.be/gxrHad-bwgc
https://youtu.be/jBLgQZXYyGY
https://youtu.be/xhZkbnkv67A
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メニュー12：評価 

12-1 選手 

選手の健康状態やケガの状況をここで確認できます。また、戦術、技術、メンタル、フィジ

カルについての選手の状況についてレポートを書くことができます。 

12-2 ボディサイズ 

ここでは選手の身体的な成長を数字とグラフで見ることができます。 

12-3 フィジカル 

選手の名前、カテゴリー、シーズンを選択すると、その選手がそのシーズン中に行ったすべ

てのフィジカルテストの結果が数字で表示されます。 

選択した選手のパワー（㎏）、ストレングス（ｍ）、持久力（分）、スピード（秒）、アジリテ

ィ（秒）が画面に表示されるとともに、その選手が所属するカテゴリー（チーム）の最低値、

平均値、最高値が表示されます。 

あなたは表示されたフィジカルパフォーマンスを見ながら選手に評価点を付けます。 

 

フィジカルテストからの評価点の付け方例 

選手ごとに、また実施されたフィジカルテストごとに、チームの最低値、平均値、最高値を

見ながら評価点を付けていきます。 

１シーズンで最高 4 回のフィジカルテストの結果が入力できます。 

シーズン最初のテストの評価点がその後のテストにおいても基準になります。 

 

以下は、点数の付け方の一例です。 

1～10 の評価でチームの平均値を 5 とします。 

・その選手が最初のテストで最低値だった場合、 

4 から 4.5 とします。 

テストごとに成績は上がっているけれども、ずっとチームの最低値だった、という場合には

テストごとに 4.5 か 5、もしくは 5.5 と評価します。 

・その選手が最初のテストで最低値ではないが平均値より低い、という場合 

最低値にどれだけ近いかを見て最高でも 5 から 5.5 とします。 

テストごとに成績は上がっているけれども、ずっとチームの平均値より下だった、という場

合にはテストごとに 5.5 から 6 と評価します。 

・その選手が最初のテストで平均値だった場合 

最高値にどれだけ近いかを見て最高でも 6 から 6.5 とします。 

テストごとに成績は上がっているけれども、ずっとチームの平均値だった、という場合には

テストごとに 6.5 から 7 と評価します。 

・その選手が最初のテストで最高値ではないが平均値より高い、という場合 
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最高値にどれだけ近いかを見て最高でも 7 から 7.5 とします。 

テストごとに成績は上がっているけれども、ずっとチームの最高値より下だった、という場

合にはテストごとに 7.5 から 8 と評価します。 

・その選手が最初のテストで最高値だったという場合 

最高でも 8 から 8.5 とします。 

テストごとに成績は上がり、ずっとチームの最高値だった、という場合にはテストごとに

8.5 から 9 と評価します。 

 

ここで評価点を入力すると、選手ごと、フィジカルテストごとの総合評価点が自動計算され

ると同時にグラフが作成され、その選手のシーズン中の変化が一目でわかります。 

 

12-4 技術、戦術、メンタル 

このページでは選手のシーズン中の技術、戦術、メンタルにおける成長をワンクリックで見

ることができます。 

 

12-5 総合評価 

このページでは技術、戦術、メンタルに加えフィジカルもグラフで見ることができます。 

選手のシーズン中の成長がグラフ化され、ワンクリックで見られます。 

V-17 戦術、技術、メンタル総合評価のグラフの表示、総合フィジカル評価の入力 

https://youtu.be/bwzq0vqwuTk 

 

メニュー13：ゲームレポート 

現在工事中です。 

13-1 選手情報 

選手の試合中の動きを入力していきます。パスやキックなどの動作ごとに成功、失敗の数を

入力して集計します。 

13-2 ゲームスタッツ 

試合ごとの結果やスタッツをこのページに記録します。 

13-3 ゲームレポート 

試合ごと、選手ごとの成功した動き、失敗した動きがリスト化されます。また、シーズンご

との選手のすべてのパフォーマンスも見られます。 

V-18  ｹﾞｰﾑレポート 

https://youtu.be/LTi0t8Ls3lY 

 

 

https://youtu.be/bwzq0vqwuTk
https://youtu.be/LTi0t8Ls3lY
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メニュー14：ゲームのメンバーリスト 

現在工事中です 

14-1 メンバー情報 

試合に出場するメンバーのリストを作成するために、選手の情報を入力します。 

14-2 試合情報 

その試合について、場所、日付、相手チーム、スタッフなど必要な情報を入力します。 

14-3 メンバー表を見る 

メンバー情報や試合情報に入力された内容を PDF 方式で保存し、印刷します。 

V-19  ゲームのメンバーリスト 

https://youtu.be/8-mnr7Z_Db0 

 

メニュー15：プレイヤーリスト 

15-1 プレイヤーリストの追加 

現在工事中です 

選手ごとの練習への参加状況などを入力していきます。 

15-2 プレイヤーリストの表示 

プレイヤーリストに入力された内容をリスト化して見たり、PDF 形式で保存し印刷したり

できます。 

 

メニュー16： トレーニングプランナー 

ペリオダイゼーションに従って作成されたシーズン計画に沿った月間トレーニング計画を

念頭に置いて、1 日ごとの細かいトレーニング計画を入力します。トレーニング解説図も４

種類まで登録できます。 

PDF 形式で保存し、印刷もできます。 

V-20  トレーニングプランナー 

https://youtu.be/QH9Rrc7E3v0 

 

メニュー17：月間トレーニングプランナー 

17-1 トレーニング計画追加 

1 日ごとのおおまかなトレーニング内容をドロップダウンリストから選択して簡単に作成

することができます。 

17-2 月間計画を表示 

https://youtu.be/8-mnr7Z_Db0
https://youtu.be/QH9Rrc7E3v0
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トレーニング計画追加で作成された 1 日ごとの内容を１か月分まとめて表示します。 

シーズン計画との整合性をチェックするのにも有効です。 

V-21  月間トレーニングプランナー 

https://youtu.be/dk2h_8bWHlA 

 

メニュー18：シーズン計画 

18-1 シーズン計画を追加 

ペリオダイゼーションにのっとった 1 か月ごとの大まかなトレーニング内容を決めます。 

トレーニングの内容は技術、戦術、パワー、持久力の各項目ごとにドロップダウンリストか

ら選択できます。自分のトレーニングを追加することも簡単です。 

18-2 シーズン計画の表示 

そのシーズンの大まかなトレーニング計画が 1 か月ごと、オフシーズン、プレシーズン、オ

ンシーズンの期分けとともに表示されます。 

V-22 シーズン計画 

https://youtu.be/8_ARdp-2GiM 

 

メニュー19：年間計画 

1 か月ごとのカレンダーになっていますので、合宿、遠征、試合、オフ日などを入力してチ

ームのイベントカレンダーとして使います。1 日４つのイベントまで入力できます。PDF 形

式で保存してメール送信や印刷して使用できます。 

V-23 年間計画 

https://youtu.be/C92kt-i2T_k 

 

メニュー20：設定 

20-1 言語 

日本語と英語が選択できます。 

20-2 ヘルプ 

弊社にメールで連絡できます。 

ビデオチュートリアルが見られます。 

20-3 備考 

あなたのプロダクトキーが確認できます。 

V-24 設定 

https://youtu.be/qthMVvlOX7c 

https://youtu.be/dk2h_8bWHlA
https://youtu.be/8_ARdp-2GiM
https://youtu.be/C92kt-i2T_k
https://youtu.be/qthMVvlOX7c

