
Long Term Athlete Development（LTAD)とは 

 心身の成長プロセスを考慮に入れた長期的なアスリート育成。 

スポーツプログラムの質を向上させることによって、トップアスリートを”含めた”すべて

の参加者がそれぞれのポテンシャルに気付き、それを最大限に活かせるようにするため

の科学的根拠に基づいた、より実践的な「7段階」のモデルです。 

★成長に合わせた７段階のモデル 

 ①Active Start（活動的なスタート） 男女０歳～６歳 

 ②Fundamentals（楽しくFun基本を身につける） 男６歳～９歳/女６歳～８歳 

 ③Learn to Train（トレーニングを学ぶ） 男9歳～１２歳/女８歳～１１歳 

 ④Train to Train（トレーニングの為のトレーニング） 男１２歳～１6歳/女１１歳～１５歳 

 ⑤Train to Compete（競争のためのトレーニング） 男16歳～23歳/女１５歳～２１歳 

 ⑥Train to Win（勝つためのトレーニング） 男１9歳～/女１８歳～ 

 ⑦Active for Life（人生を通した自分の身体の理解と表現） 

スポーツをする子供達の為に、大人達が知っておくべき知識 

全世界の大人たちが意識すること 

こどもを小さいうちから競争させてはいけない。 

競争に耐えられる心と体を作ってあげるのが大切なのだ。  

ファンダメンタルがある人＝どんな状況でも対応できる技術が備わっている人 

・それを身につける為には、どういう自主練習が自分にとって必要かを考えて実行してみよう！ 



Dabo Swinney カレッジアメリカンフットボールコーチ 
I just think that the cross-training, the different types of caoching, the different types of locker 
rooms, the different enironments that you practice in, the different challenges — I think it developes a 
much more competitive, well-rounded type person. 
(異なった種目を通してのトレーニング、異なるコーチングスタイル、異なるロッカールーム、異なる練習環境、異
なるチャレンジ。これらはより競争力があり円熟した人間を育てると思う。) 

Dabo Swinney 
クリムゾン大学アメリカンフットボールヘッドコーチ 

全米チャンピオン2016&2018 

 
 

John Savage カレッジベースボールコーチ 
We are always looking for two-sport guys. They just appear to be able to adapt to situations a little 
quicker. The toughness they can bring is always a boost to the team concept. We’ve had some really 
good high school footbal/baseball players in our program. 
(私たちは常に2つのスポーツを経験している選手を探している。彼らは異なるシチュエーションに少しだけ早く順
応できる。彼らがもたらすタフネスは、いつもチームコンセプトの後押しとなっている。私たちのチームには高校時
代にアメフトとベースボールを両方プレーした選手が何人かいるんだ。) 

John Savage 
UCLAベースボールチームヘッドコーチ 

2013年全米チャンピオン 
PAC12チャンピオンx4 

 

大山加奈 元日本代表バレーボール選手   
本日のバレー教室、最後の挨拶の時に「私はオリンピック選手になれました。でも後悔していることがあります、 
子供の頃からバレーボールしかしてこなかったことです。」と子供達、保護者、指導者の皆さんの前でお話しまし
た。 

Ryan Lochte オリンピックスイマー 
As a kid, whatever sport was in season, I was playing. And all the skills I developed playing multiple 
sports helped me in the pool as an Olympic swimmer. 
(子供の頃は、その季節のスポーツを何であれプレーしていた。複数のスポーツを通して発達した全てのスキル
が、オリンピック競泳選手としてプールの中で助けになっている) 

-Ryan Lochte 
アメリカ競泳選手 

オリンピックメダリストx12 
 
 

IKE TAYLOR NFLプレイヤー 
If you think specializing in one sport is the way to go, take a look at the guys chosen in the 1st or 
2nd round of the NFL draft…all multiple sport athletes. 
(もし一つのスポーツを専門的にプレーする事が正しいと思うのであれば、NFLドラフトで1巡目・2巡目で選ばれる
選手達を見るといい。彼らは皆、複数のスポーツを経験してきたアスリートだ) 

-Ike Taylor  
NFLプレイヤー 

スーパーボールチャンピオンｘ２ 

LTADをサポートするアスリート・コーチの声① 
 

https://twitter.com/kanakanabun


Mike Krzyzewski カレッジバスケットボールコーチ 
Specializing can obscure other talents. I recommend until kids get to high school, and sometimes even 
in high school, it’s good to play a couple of sports. If you start too early, you’re assuming that’s 
where the talent is, and that’s a bad assumption. 
(一つのスポーツへの専門化は他の才能を覆い隠してしまう。私は子供達が高校生になるまでは、高校生になっ
ても時々は、幾つかのスポーツをプレーする事を勧める。早くに専門化をすると、才能はそのスポーツにあると
思い込んでしまうが、それは悪い思い込みだ。) 

-Mike Krzyzewski 
Duke University Men’s Basketball HC 

全米優勝ｘ５ 
全米最優秀コーチ賞ｘ３ 

 
 

Muffett McGrew カレッジバスケットボールコーチ 
I don’t know if kids have changed. It’s the parents who have changed. 
(中略)You don’t have to pick one sport when you’re 10 or 12 years old. 
(子供が変わったのではないと思う。変わってしまったのは、親です。10歳や12歳で一つのスポーツに絞る必要な
ありません。) 

-Muffett McGrew 
Norte Dame Women’s Basketball HC 

全米優勝ｘ２ 
全米最優秀コーチ賞ｘ４ 

 
 

Dabo Swinney カレッジフットボールコーチ 
I see it all the time; one sport since the 5th grade, and that’s all they’ve done. They’ve been to 
every clinic, camp, teaching session, & everything’s been squeezed out of them. There’s just not that 
much room for them to get any better. 
(小学校5年生から一つのスポーツだけをずっとやってきた選手を何人も見てきた。全てのクリニック、キャンプ、
セッションに参加をして、全てを絞り出されてしまっている。彼らには、上達の余地がそれほど残されていないん
だ。) 

-Dabo Swinney 
Clemson University 

全米優勝ｘ２ 

Erik Bakich カレッジベースボールチームHC 
Kids between 6-12 years old should not be specializing in one sport. They need to sample them all. 
(6-12歳の子供達は、一つのスポーツを専門的にプレーするべきではない。多くのスポーツのサンプル経験が必
要だ。) 

-Erik Bakich 
ミシガン大学ベースボールチームHC 

 
 

Derek Brunson 総合格闘家 
Going through trials and tribulations playing multiple sports helped me be prepared once I found my 
passion in the octagon. I tell my kids to try it all bc life’s not a sprint, it’s a marathon. 
(総合格闘技に情熱を見つけた時、それまでの複数のスポーツにおける試行錯誤経験によって俺は準備ができ
ていた。子供達にも、全てを試してみろと伝えている。人生はスプリントではなく、マラソンなのだから。 

-Derek Brunson 
UFCファイター 

トップ10ランカー 



J.J. Watt  NFLプレイヤー 
Single-sport specialization amongst youth today is troubling. Let kids be kids. They’ll become better 
all-around athletes & have more fun. 
(ユースにおける今日の一つのスポーツへの専門化に心を痛めている。子供を子供でいさせてあげなさい。そう
すれば彼らはもっとオールラウンドなアスリートに育つし、もっと楽しむ事ができる。) 

-J.J. Watt 
NFL Houston Texans 

NFL最優秀守備選手賞ｘ3 
 

 

Lenny DiNardo 元MLB投手 
My advice to parents is if a coach tries to tell your kid to specialize early, walk right out the door. 
Coaches should be encouraging kids to be well rounded. 
(私からの親へのアドバイスは、もしコーチがあなたの子供に早期専門化を薦めたら、そのチームを離れなさい。
コーチは子供達がバランスよくあることを推奨するべきです。) 

-Lenny DiNardo 
元MLB投手(Boston Redsox等) 

 
 

Bob Bowman 競泳ヘッドコーチ 
Parents and coaches need to remember youth sports is about development, not specialization. 
(親・保護者とコーチ達は、ユーススポーツは専門化ではなくて発達の場だという事を覚えて置かなければいけ
ない) 

-Bob Bowman 
アリゾナ州立大学スイミングチームHC 

2016年アメリカ代表スイミングチームHC 

Jane Sixsmith ホッケーイギリス代表 
I tried various different sports as a child and thoroughly enjoyed them all. I didn’t realize it at the 
time but this gave me strong basic movement skills, which helped me to develop as an international in 
hokey when I started to specialized in sport at the age of fifteen. 
(子供の頃、多くの異なるスポーツを試し、その全てを楽しんできた。その時は気付かなかったけれど、この経験が
基本的な動作スキルを私に与えてくれ、15歳になってホッケーを専門的にプレーするようになってから国際的な
選手へと成長させてくれた) 

Jane Sixsmith 
ホッケーイギリス代表 

バルセロナオリンピック銅メダリスト 
 

Jordan Spieth プロゴルファー 
Until I was 12 or 13, I played more baseball than I did golf. I played also football, basketball and soccer. 
As a result, I learned how to be a teammate, learned how to fall in love with golf as a athlete who 
plays golf versus a golfer who tries to be an athlete. 
(12か13歳になるまで、ゴルフよりも野球をやっていた。他にも、アメフト、バスケットボール、サッカーもね。それに
よって、よいチームメイトになる術を学び、アスリートになろうとしているゴルファーではなく、アスリートとしてゴ
ルフを愛する事を学んだんだ。) 

Jordan Spieth 
PGAゴルファー 

メジャー優勝ｘ３ 
2015年フェデックスカップ優勝 



Kobe Bryant バスケットボール 
When a kids gets older, it becomes even more important to play different sports, just for injury 
prevention. At an early age it just sparks imagination.And you don’t know what the kids gonna 
gravitate to, you don’t know.You can’t force a kid to be a soccer player or a basketball player.Just 
put them in a bunch of different sports and see what they gravitate to, see what they enjoy. 
子供が大きくなった時には、複数のスポーツをプレーすることは怪我の予防の意味でより大切になります。幼い
年齢の時は、創造性に火をつけます。その子供が、どのスポーツに惹かれるか。私たちには分かりません。子供を
無理やりサッカー選手にしたり、バスケットボール選手にしたりできません。色々なスポーツを体験させて、何に
惹かれるか、何を楽しむかを見るんです。 

-Kobe Bryant 
NBA MVP(2008) 

NBAチャンピオンｘ５ 
NBAファイナルMVP x 2 
NBAオールスターｘ18 

 

Patrick Mahomes アメリカンフットボール 
I played shortstop my whole life & I’ve always played a lot of basketball — the way you have to find 
different ways to win, in whatever sport it is, that helped mold me to the quarterback I am today. 
人生を通して(野球の)ショートを守ってきたし、バスケも沢山してきた。どんなスポーツであれ、異なる勝ち方を
見つける必要がある。それが今のクォーターバックとしての自分を作り上げてくれた。 

-Patrick Mahomes 
NFLプレイヤー Kansas City Chiefs 

ワールドチャンピオン＆スーパーボールMVP(2020) 
2018年MVP＆最優秀攻撃選手 

Pro Bowl(オールスター)x２ 
 

Mookie Betts ベースボール 
Play all the sports. Don’t just play baseball. You’re kind of limiting yourself. You don’t really know what 
you’re going to end up doing, so I would advise to get into all sports and see how that treats you. 
すべてのスポーツをプレーするんだ。ベースボールだけでは自分を制限することになる。最終的に何のスポーツ
をする事になるのか分からないのだから、すべてのスポーツに取り組んでみて、それらが自分にどう合うかをみ
てみるんだ。 

-Mookie Betts 
MLBプレイヤー Boston Red Sox 

アメリカンリーグMVP(2018) 
ワールドチャンピオン(2018) 

MLBオールスターｘ４ 
 

Connor McDavid アイスホッケー 
Don’t put too much pressure on them (kids). They either love it or they don’t. That’s okay too. You 
see a lot of crazy parents out there that are making kids skate 3 times a day and you know they 
just hate it. If the kid loves it, he’s gonna do it himself. 
子供達に過度の重圧を与えないこと。彼らはそのスポーツを愛するかもしれないし、そうでないかもしれない。
それでいいんだ。多くの躍起になった親が、子供達に一日3回もアイスホッケーの練習をさせていて、子供達は
ひどく嫌がっている。そのスポーツを愛していれば、子供は自分からやるものだ。 

-Connor McDavid 
NHL Edmonton Oilers 

NHL MVP (2017) 
NHLオールスターｘ２ 


