
2018 年度 広島県 U-16 選抜欧州遠征報告             

 団長：長谷川 祥一 

 

 今回，広島県トレセン U-16 選抜選手団の欧州

強化遠征の団長として声をかけていただきました。

私自身，県選抜チームに関わることさえ初めてで，

また単独チームでの中国・韓国遠征の経験はある

ものの，本場欧州のサッカーに触れることなど，

全てが未知の体験であり，少しでも広島県選手団

の支えができればという思いで参加させていただ

きました。 

県高校選抜チームは１月の欧州遠征説明会の後，

２月の U-16 中国トレセンに参加し 4 試合を行い

ましたが，その後，選手の体調不良等により，３

月の練習会を中止しました。そのため，計画して

いたトレーニングができず，少し不安な出発とな

りました。 

しかし，選手たちは日ごとにチームとしてのま

とまりを強くし，スタッフの不安を払拭してくれ

ました。また，過去の遠征の経験談の中から，食

事をうまく摂れずに，体調を崩して思うようにプ

レーできなかったケースを聞いていたので，「食べ

ること」について，出発前から選手に言い続けて

いましたが，選手たちはよく食べ，そしてよく話

し，よく笑い，それらがチームの大きなエネルギ

ーとなりました。 

ウッチに到着して，トレーニングマッチを１試

合消化した後，２日間にわたる４チームによるリ

ーグ戦の大会に臨みました。小野監督，田中コー

チの指導の下，各々がプレーの判断と決断をする

ためのコンセプトをしっかりと摺合せ，ポーラン

ド選手の高さ，フィジカルの強さ，スピードに対

抗しました。初戦での，強敵レギアワルシャワ戦

を引き分け，課題の修正に取り組みながら試合を

重ね，１勝２分けで勝ち点が並んだものの，得失

点差で見事優勝することができました。日本人選

手のもつアジリティーの高い個人技，緻密なパス

ワーク，グループでの攻撃・守備などに，確かな

手ごたえを感じました。選手達にも大きな自信に

なったのではないかと感じました。 

また，今回３試合，様々な試合を現地で観戦す

ることができました。U-20 日本代表対 U-20 ポー

ランド代表では，キャプテンマークを巻く安部裕

葵選手に感動し，地元クラブチームのヴィゼフ・

ウッチの熱狂的なスタジアムの雰囲気に圧倒され，

2020 ユーロ予選のポーランド代表対ラトビア代

表戦ではレバンドフスキーのゴールに興奮しまし

た。 

その他，戦後見事に復元されたワルシャワの旧

市街地区をはじめ，ウッチ，クラクフなどの旧市

街地，ポーランド人の心に寄り添うと称されるヤ

スナ・グラ修道院などを観光し，歴史的な街並み

と欧州文化を肌で感じることができました。また，

ウッチ市役所，日本大使館を表敬訪問し，日本大

使館では，高橋 了参事官と選手の 1 時間にも及

ぶ対談の中で温かい歓迎を受けました。参事官に

は，選手一人ひとりの報告に対して，丁寧に対応

していただきました。そして，アウシュビッツ強

制収容所では，戦争の残した悲劇の遺産とともに，

人間の持つ愚かな差別意識の歴史について深く考

え，あらためて被爆地広島から訪れた自分自身に

気づかされ，向き合うことができました。 

今回，欧州遠征に参加して得たこれらの体験は，

すべてが驚きと感動に満ちたものでした。選手は

もちろんスタッフにとってもこの体験を多くの人

に伝え，表現することにより自らの成長に反映さ

せることができると考えています。そして，保護

者の皆様をはじめ，この遠征を支えて下さった

方々に深く感謝します。最後になりましたが，新

シーズンに向けた大事な時期に，選手を参加させ

ていただいた各校のスタッフの皆様に，厚くお礼

申し上げるとともに，2018 年度広島県トレセン

U-16 選抜の選手たちのこれからの飛躍を確信し

て報告とします。 

本当にありがとうございました。 

 



２０１８年度 広島県 U16 選抜欧州遠征報告書 

監督：小野 裕晃 

 

【１】遠征概要 

期間：2019 年 3 月 20 日～3 月 29 日 

場所：ポーランド（ウッチ，クラクフ， 

チェンストホバ，ワルシャワ） 

大会：Łódź INTERNATIONAL YOUTH CUP 

参加チーム：Legia Warsaw 

      SMS Łódź 

      Górnik Zabrze 

      広島県 U16 

結果：1 位 広島県 U16 

   2 位 Legia Warsaw 

   3 位 SMS Łódź 

   4 位 Górnik Zabrze 

TR Match：vs SMS Łódź 

        vs Biswa CROCW 

       vs HOBA 

 

【２】遠征前 

 この度の遠征のチームコンセプトを決める際に，

昨年度の欧州遠征の報告書，大会のビデオを参考

にさせていただきました。昨年度の対戦チームの

ほとんどが 1-4-3-3 のシステムで，2CB がペナル

ティエリア幅でボールを動かし，アンカーを経由

しながらサイドチェンジを繰り返し，隙ができた

ところでインサイドハーフが効果的に関わり突破

にかかるスタイルでした。今年度の対戦チームも

そのようなスタイルをとってくると予想し，相手

のしたいことをさせないために，チームのコンセ

プトとして「前線から相手を押し込む守備」と「奪

ったボールをゴールに迫る」を掲げました。 

本遠征に至るまでに，中国トレセンリーグ 3rd

ステージに参加し，4 試合を戦いました。チーム

の戦い方を統一しようとして挑みましたが，ポジ

ショニングを理解しきれていない，前に圧力をか

けきることができないといったことが多く起こり，

プレスを剥がされてしまうシーンが多々ありまし

た。試合を重ねる毎にいくらか修正はできました

が，守備では「ポジショニング」「プレスをかける

タイミング」「背後へのボールの処理」に，攻撃で

は「攻撃のスイッチを逃さない」「背後を狙いゴー

ルに迫る」ということに課題が残りました。 

遠征前最後の練習会でその課題点を修正して遠

征にのぞもうと考えていましたが，コンディショ

ン不調の選手が多数出てしまい，練習会は中止と

なり，課題を残したままの状態で日本を発つこと

となりました。 

 

【３】大会前 TR Match（vs SMS Łódź） 

２－０〇 （30min×2） 

[1st] 

（得点）清水 1 

FW：後藤 松尾 藤野 

MF：檜山 森松 清水 

DF：八田 時實 団  尾野 

GK：日髙 

[2nd] 

（得点）松尾 1 

FW：松尾 松浦 

MF：北川 檜山 宮本 丸村 

DF：尾野 時實 土谷 山口 

GK：藤岡 

長いフライト，トランジットを経てポーランド

へ到着し，翌日に地元の SMS Łódź のサブチーム

と TR Match を行いました。広島の選手のコンデ

ィションあまり良くありませんでしたが，チーム

の戦い方を確認する上ではよい TM となりました。

広島の選手達は初めての海外の選手とのマッチア

ップに最初は相手のパワーやスピードに戸惑いは

ありましたが，徐々に適応し，球際でのボールへ

のチャレンジやアタッキングサードでの仕掛けを

積極的に試みていました。 

試合展開としては，相手は DF ラインからビル

ドアップをしようとしてきましたが，ポジショニ



ングで相手のパスコースを限定し，前線からの連

続したプレッシングでボール奪取に成功すること

も多くありました。しかし，一発で DF ラインの

背後を取られてしまう場面もあり，守備において

はまだ課題が残りました。また，攻撃に関しても

ボール保持の時間は多くありましたが，ゴールに

迫る回数が少ないということが課題として残りま

した。翌朝にミーティングを行い，ボール保持者

が前を向いた瞬間に攻撃のスイッチを入れ，相手

の背後に迫ることを意識して大会にのぞみました。 

  

【４】Łódź INTERNATIONAL YOUTH CUP 

CUP① vs Legia Warsaw  

０－０△ （30min×2） 

[1st] 

FW：後藤 松尾 北川 

MF：清水 藤野 宮本 

DF：八田 土谷 団 山口 

GK：日髙 

[2nd] 

FW：松尾 松浦 

MF：北川 檜山 宮本 丸村 

DF：八田 時實 団 尾野 

GK：藤岡 

 初戦はポーランドを代表するビッグクラブ

Legia Warsaw でした。大会を通してみたとき，こ

のチームが一番プレースピードが高く，一番強度

の高いゲームでした。球際のタックルの強さ，プ

レススピードの速さはもちろんのこと，トランジ

ションの速さに驚かされました。ボールを奪取し

た瞬間に複数の選手が全力でスプリントをしてゴ

ールに迫っていました。また，ボールを奪われた

瞬間に近くの数人の選手が素早いプレスをかけ，

ボールを奪取していました。そのため，広島の選

手は奪ったボールをマイボールにすることができ

ず，二次攻撃，三次攻撃と連続でされることが多

くありました。 

 守備に関しては，チームのコンセプトをある程

度実践でき，相手にビルドアップをされる回数は

少なかったのですが，相手 CB にプレスをかける

タイミングを合わせることができず，ボールを運

ばれたり，自由にロングボールを入れられてしま

ったりすることがありました。そのため，後半か

ら 4-4-2 にシステムを変更し，プレスのかけ方を

修正しました。 

 攻撃に関しては，相手の速いプレスにより，試

合開始からしばらくは，DF ラインからのビルドア

ップをすることは難しく，ボールを保持する時間

は多くありませんでした。しかし，次第に相手の

切り替えの速さにも慣れていき，ボールを中盤で

奪うことができた際には前向きの選手にパスを通

すことができ，アタッキングサードまでボールを

運ぶことができていました。ですが，ゴールに迫

るシーンは多くなかったため「相手の背後を狙う

プレー」を促し，後半に挑みました。後半は課題

をある程度修正することができ，シュートシーン

も増えましたが，得点には至らず引き分けで試合

終了となりました。 

 

CUP② vs Górnik Zabrze 

２－１〇 （30min×2） 

[1st] 

FW：後藤 松浦 丸村 

MF：檜山 藤野 清水 

DF：山口 土谷 団 尾野 

GK：藤岡 

[2nd] 

FW：北川 松尾 藤野 

MF：檜山 丸村 宮本 

DF：八田 土谷 山口 尾野 

GK：日髙 

 

 第 2 戦は Górnik Zabrze との対戦でした。試合

開始直後にペナルティエリア付近ゴール正面の位

置でフリーキックを与えてしまい，先制を許しま

した。他の 2 チームとの対戦に比べ，前線からの



プレッシングはそこまで強くなく，広島の選手は

ボールを保持し，ビルドアップからの展開を試み

ました。前半 12 分にはボランチを経由したサイド

チェンジからアタッキングサードに攻め込み得点

をし，後半 8 分にはボールを奪取したところから

ダイレクトプレーで相手の背後へ抜け出し，追加

点を得ました。試合を重ねるにつれ，守備のポジ

ショニングも意識統一されていき，相手はロング

ボールでプレスから逃れる回数が多くなっていま

した。 

 

CUP③ vs SMS Łódź 

１－１△ （30min×2） 

[1st] 

FW：北川 松浦 後藤 

MF：清水 宮本 藤野 

DF：八田 土谷 団 山口 

GK：日髙 

[2nd] 

FW：北川 松尾 丸村 

MF：檜山 松浦 宮本 

DF：山口 土谷 団 尾野 

GK：藤岡 

 Legia Warsaw と 1 勝 1 分で並び，大会を優勝で

終えるためには勝ちが欲しい試合でした。大会最

終戦の SMS Łódź は，ゴールに向かう意識が強く，

前線にボールが入った時の前への推進力は広島の

選手にはないものがありました。前半の中頃にリ

スタートの切り替えの遅さから相手を左ペナルテ

ィエリア付近でフリーにしてしまい，そこから無

回転ミドルシュートを決められてしまい，先制さ

れました。広島の選手は中盤でのボール奪取から

素早くカウンターを仕掛けてゴールに迫りました

が，なかなかゴールを割ることはできず，もどか

しい時間帯が続きました。後半 18 分，右サイドを

攻略してマイナスのクロスボールから得点をし，

引き分けで試合終了しました。大会は 1 勝 2 分と

いう戦績でしたが，得失点の差で優勝することが

できました。 

 

【５】大会後 TR Match 

TM①vs Biswa CROCW  

２－１〇 （30min×2） 

[1st] 

FW：後藤 松尾 後藤 

MF：清水 丸村 檜山 

DF：八田 山口 団 尾野 

GK：日髙 

[2nd] 

FW：松尾 宮本 

MF：北川  宮本 

DF：山口 土谷 団 尾野 

GK：藤岡 

 

TM②vs HOBA  

１－２× （40min×2） 

[1st] 

FW：北川 宮本 

MF：後藤 清水 藤野 丸村 

DF：八田 土谷 団 山口 

GK：藤岡 

[2nd] 

FW：松尾 宮本 

MF：後藤 清水 檜山 藤野 

DF：尾野 土谷 団 山口 

GK：日髙 

大会後に Biswa CROCW，HOBA と 1 試合ずつ

TM を行いました。その中でも HOBA との試合は

本遠征の試合の中でも 1 番タフでスピード感のあ

る内容でした。HOBA との試合は本遠征の最終試

合であるということもあって，「チャレンジ」を目

標として掲げました。守備では相手陣地内でボー

ルを奪えるように前線からプレッシングをかける

こと，攻撃では相手の背後を常に狙い，ゴールに

迫ること，個での勝負を仕掛けることを意識させ

ました。 



選手たちは前線からハードワークをし，相手陣

地内でボールを奪取し攻撃に移る場面が少なくあ

りませんでした。奪ったボールも中盤でパスを回

しながら相手の背後を狙い，前半 14 分にはゴール

も奪いました。しかし，前半 15 分に不用意なビル

ドアップのパスをカットされ失点，17 分にもパス

ミスからカウンターを受け立て続けに失点しまし

た。後半はさらにアグレッシブな展開になり，両

チームカウンターの多い時間帯が続きました。一

進一退の攻防を繰り広げましたが，得点には至ら

ず敗戦となりました。HOBA の選手は個々の球際

の強さ，スピードはもちろん，トランジションの

速さに秀でており，カウンターでゴールへ迫る勢

いは広島の選手にないものでした。広島の選手は，

奪ったボールもしくはルーズボールをマイボール

にすること，一つ一つのパスやボールタッチの制

度を上げることが課題として残りました。 

 

【６】欧州遠征まとめ 

 本遠征を通して選手及びスタッフは日本では味

わえない世界のサッカーを体験させていただきま

した。ポーランドの選手のプレーを見て私が強く

感じたことは，「球際の強さ」「トランジションの

速さ」，「ゴールへ迫る迫力」です。広島の選手は

テクニックの面ではポーランドの選手に負けてお

らず，ボールを保持する時間帯も多かったのです

が，この３点においては圧倒的にポーランドの選

手の方が秀でていました。この違いを肌で感じた

広島の選手には日常の練習から世界レベルのサッ

カーを実践し，個，チームのレベルアップに励ん

でほしいと願っています。 

 また，プレー以外のところでも日本との違いを

強く感じました。今回の遠征において現地で３試

合観戦をする機会がありました。すべてサッカー

専用スタジアムで行われ，その中でも Warsaw の

国立競技場で行われた UEFA EURO 予選ポーラ

ンド代表 vs ラトビア代表の国際試合には衝撃を受

けました。スタジアムに入ったおよそ６万人がす

さまじいサッカー熱を帯び，その熱量に圧倒され

ました。「サッカーが好き」「自国を応援したい」

という気持ちのレベルが日本とは圧倒的に違いま

した。そのような土地でサッカーをプレーするこ

とはサッカーへの意識の高さにもつながっている

のではないかと感じました。 

 文末にはなりますが，本遠征に関わってくださ

った関係各位，保護者の皆様，この度はこのよう

な機会を与えてくださり誠にありがとうございま

した。厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島県 U16 選抜欧州遠征報告レポート 

コーチ：田中 健志 

 

今回，３月 20 日～29 日までの 10 日間，チーム

スタッフとしてポーランド遠征に参加させて頂き

ました。海外でサッカーができる，海外のサッカ

ーに触れることは初めての体験なので，期待いっ

ぱいにポーランドへと旅立ちました。 

ポーランドに到着してまず感じたことは環境の

違いです。グラウンドは，天然芝・人工芝など施

設が充実しており，朝早くから夜まで様々なカテ

ゴリーのチームがトレーニングやゲームをしてい

ました。地元チームのサポーターも３部のチーム

の試合とは思えない熱の入り方に驚きました。Ｅ

ＵＲＯ予選のポーランド代表 vs ラトビア代表の試

合ではで，５万人以上のサポーターの熱気に圧倒

されました。また，同じ年代の選手が本気で海外

のビッグクラブでプレーを目指していることなど，

サッカーに対する意識の差も感じました。こうし

た環境の差がサッカーに対する意識の差を生んで

いることを感じました。 

試合においての驚きもたくさんありました。多

くの選手が遠征前のアンケートで書いていたよう

に，海外の選手には体格やパワーで劣ることは予

想していましたが，実際に海外の選手を目の当た

りにすると，日本では体験できない迫力を感じま

した。いつもならボールを奪えるシーンで奪えな

い，入れ替わってしまう場面も多くあり，良い刺

激になったのではないかと感じました。また，一

発で逆斜めのスペースへ展開できるパワーがあり，

SB が対応に苦戦するシーンも多くみられました。

これもまた普段あまり体験しないことであると思

うので選手たちも貴重な体験ができたと思います。

その他にも，球際の激しさやゴールへ向かう迫力，

シュートの意識にも大きな差を感じました。 

 その中で，広島県選抜は中国トレセンリーグ３

rd ステージから共有してきた「前線からプレスを

かけて高い位置でボールを奪う守備」，攻撃では

「相手と離れて前向きでボールを受けること」と

「背後を狙いゴールに迫ること」を意識して試合

に挑みました。 

 守備では，大会初戦の前半こそ１stDF が決定さ

れず，相手の攻撃のスピードを止めることができ

ず押し込まれたものの，その後は高い位置でボー

ルを奪うことができてきました。中国トレセンリ

ーグ３rd ステージに比べ，選手はチームでやろう

としていることを理解し，そのためのポジショニ

ングやプレスを誰がいつかけるのかが浸透してい

たと感じました。また，ゴール前での体を張った

粘り強い守備もできており，気持ちの入ったプレ

ーで相手の攻撃に対峙していました。しかし，プ

レスをかけるも相手にボールを保持されたり，奪

えそうな場面で奪えなかったり，奪ったボールを

すぐ奪い返されるなど，海外の選手の技術の高さ

やパワー，スピードの差も体感しました。また，

相手を置く位置が悪く１発で背後をとられるシー

ンがあったり，不用意なパスミスやファールから

失点するなど課題も残りました。 

 攻撃では，相手と離れてボールを受けることは

意識できているものの，相手の前でボールが回る

ことが多く， 相手の間や背後でボールを受けるシ

ーンは少ないと感じました。ミーティングで，も

う少しチャレンジするよう促したものの，パスス

ピードやファーストタッチなど，相手の力強いチ

ャージをかいくぐるための技術が不足しており，

結局安全な場所で受けることが増え，相手にとっ

て嫌な場所でボールを受けようとするとボールを

失ってしまうシーンが多かったように思います。

背後を狙いゴールに迫ることにおいては，相手の

DF ラインが高い時には FW が背後をとり得点に

つながる攻撃ができていました。しかし，相手 DF

ラインが下がっている場面では，ラストパスがひ

っかかることが多く，効果的な攻撃にはつながり

ませんでした。スペースがない中でどのように相

手 DF ラインを突破するかというアイディアや，

相手のスライディングの技術が高い中でもラスト



パスを通し切るパスの精度や，いつもより相手の

足が届く範囲が広いことを感じてパスの角度やパ

スを出すタイミングの工夫する力が欠けていたよ

うに感じました。また，クロスにおいてもシュー

トまで至らないボールが多く，クロスのタイミン

グや質も課題として残りました。相手が構える前

に GK と DF ラインの間にゴロの速いボールでク

ロスを入れることを意識しましたが，中の選手に

合わなかったり，クロスを上げれるタイミングを

逃して，相手が戻ってしまい弾かれてしまうシー

ンが多くありました。日頃から，いつ・どこに・

どのようなボールを入れるのかにこだわる必要性

を感じました。 

 本遠征を通して，選手もスタッフも日本では味

わえない世界のサッカーを体験させていただきま

した。日本の選手とは違うパワーやスピード，激

しさを感じることができました。この違いを肌で

感じた広島県選抜の選手には，日々の練習から今

回の遠征で通用しなかった部分のレベルアップと，

通用した自分の武器に磨きがかかるよう更なる努

力を重ね，本遠征での経験が参加選手の今後の飛

躍につながることと信じています。 

文末になりますが，関係者各位，保護者の皆様，

この度は，このような機会を与えて頂き，厚くお

礼申し上げます。この経験を無駄にすることなく，

今後に繋げていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


