ワールドカップ開幕直前！
日本の活躍はもちろん各国
代表の華麗なプレーや熱戦
が待ち遠しいね。ワールド
カップについて知識を深
め、めいっぱい楽しもう!!

オ レ ･ オ ラ ス タ ジ ア ム
２０１８ Ｗ杯直前号
発行：ＦＣムサシ

http://ole-musashi.com/
パス： musashi634
i

４年に一回開催されるサッカーの最高峰の大会。ヨーロッパ、南
米、北中米、アジア、オセアニア、アフリカの六つの地域の予選を勝
ち抜いた３２ヶ国が出場します。優勝賞金は 3800 万ドル(約 40 億
円)と前回大会から 300 万ドルも増額！グループリーグ敗退でもな
んと 800 万ドル(約 8.5 億円)貰える！

開催年
開催国
成績
優勝国
１９９８
フランス
グループリーグ敗退
フランス
２００２
日韓
ベスト１６
ブラジル
２００６
ドイツ
グループリーグ敗退
イタリア
２０１０ 南アフリカ
ベスト１６
スペイン
２０１４
ブラジル
グループリーグ敗退
ドイツ
２０１８
ロシア
？
？
日本は今大会を含めて６回目のＷ杯出場。ベスト１６の壁を
越えることができるか！？ＶＡＭＯＳ 西野ＪＡＰＡＮ！！

６月１４日から７月１５日（現地時
間）のおよそ１ヶ月間にわたりロシア
の１１都市を舞台に戦いが繰り広げ
られる。決勝は、モスクワのルジニ
キ・スタジアム！
６月のロシアの平均気温は
10.9℃～26.6℃と過ごしやすい気
候。（地域によって差があります）
日本との時差は約６時間。日本での
放送は夜遅く！観戦する方は寝不
足の日が続くので体調に注意！

Ｗ杯期間中、コーチたちが注目の試合やトピックをブログ
に書いていきます。
ブログへはここから→

コーチ達は、ムサシコーチが監督のカンボジア代表ユニホームで登場。

今年のブラジルには、ヨーロッパチャンピオンズリーグの
決勝トーナメントに進出したクラブの中心として活躍してい
る選手が 10 名以上いる。
パリサンジェルマンのネイマール、チアゴ・シウバ。チェル
シーのウィリアン。バルセロナのコウチーニョ、パウリーニ
ョ。レアルマドリードのマルセロ、カゼミーロ。リバプールの
フィルミーノ。マンチェスターシティのガブリエウ・ジェズ
ス。ローマのアリソン。仕掛けられる選手、点を取れる選
手、守護神とタレントが揃っている。
今回ブラジル代表を率いるチッチ監督は、2012 年のクラ
ブワールドカップでコリンチャンスを優勝に導いた監督、攻
守のバランスを重視し、スター軍団をコレクティブなチーム
にまとめている。
３月に見たドイツ戦では、コンパクトな守備から縦の速い攻
撃をしかけ、横パスのポゼッションサッカーとは一線を画
す迫力のある魅力的なサッカーを展開し、1－0 で勝利。ロ
シア大会も優勝候補であることは間違いない。
4－3－3 のフォーメーションで、観て楽しく魅力的なブラジ
ルサッカーを展開してくれるだろう。

【フランス】
国を背負うナショナルチームと
しての戦いは、クラブチームと
は違う面白さが。
みんなも優勝国予想をしなが
ら、好きなチームや選手を見
つけてみよう。
上段が優勝国予想
下段が注目選手（国）

日本代表試合予定
６月１９日 21:00 vs コロンビア
２５日 0:00 vs セネガル
２８日 23:00 vs ポーランド

６、７月は、イベントやコーチ研修のため、練習日が不規則に
なっています。3 ヶ月スケジュールで練習日をご確認くださ
い。
また、８月 7～１７日は、スクールは夏休みとなります。

●体調に気をつけて見学を●
いつも子供たちのサッカーを見守っていただき、ありがとうござい
ます。真夏は、見学しているだけでも熱中症になる場合がありま
す。水分をとったり、日陰に場所を移したりしながら、体調に気を
つけて見学してください。ご父母の方々の声援は、子供たちの力
となります！
梅雨に入ると、室内練習の回数が増えることが予想されます。
安全なスクール運
よろしくお願いします!!

営のため、室内練習時のルールの再確認をお願いします。また、気温、グランド
状況をみて、小雨の場合は屋外で実施する場合もありますのでご理解ください。

パスサッカーがうまく機
能すれば、スペインらし
い見て楽しい試合で
テア・シュテーゲン（ドイツ）
優勝!注目はイニエスタ!
キーパー界のメッシ
と言われるほどの足
元の技術の高さが特
徴！パスの正確さ、
守備範囲の広さを要
チェックだ！
(バルセロナ所属)

【スペイン】

【ブラジル】

若い選手が実力をメキメキ付
け、優勝候補の一つに！「無敵
艦 隊 復 活」 な るか 。“ 止め て蹴
る”のスペシャリスト達の美しい
パスサッカーに、夢中になること
間違いない！

全ポジションが超一流選手、サ
ブメンバーも豪華。特に両サイド
バックの質の高さ、中盤選手の
ハードワークスピリッツは驚きの
連続だ！流れに乗れれば優勝
間違いない！

イスコ

マルセロ(ブラジル)

（スペイン）

ドリブル、パス、シュート、全て
が世界トップレベル
の司令塔。少し苦手
そうなのはヘディン
グくらいかな・・・。
要チェックだ！
(レアルマドリード
所属)）

ムサシファミリーとして楽しい時間を過ごしました。

アフロヘア、くりくりな目、お茶
目な性格。スピード、テクニック、
アジリティ、どれを
取っても超一流。
サイドバックに
こんな選手がい
るって、ズルい。
(レアルマドリード所属)）
★フェスタの様子をＨＰにアップしました。詳しくはＨＰで

もう一度確認！けり友の約束
その１●練習の行き帰り

※ブラジルの初戦は６月１８日 対スイス

●練習日の確認を●

どのポジションもスター揃い！！
フォワードにはグリーズマン、ム
バッペ。中盤の選手達のスピー
ド溢れるアタッキングは、観てい
てとても楽しいこと間違いない！

【フランス】

【スペイン】

【ベルギー】

中盤トリオのグリーズマン、ポグ
バ、カンテがチームの心臓だ！
攻めも守りもすごい切り替えの
早さで大活躍するぞ！フランス
代表を優勝に導くこと間違いな
い！

ラテンのリズムと情熱の国、スペ
イン。細かいパスワークからで
も、カウンターからでもゴールを
狙える強さがあるんだ。優勝争
いに食い込むこと間違いない！

若い選手、中堅選手が頑張って
いて、チームのバランスはこの
大会ＮＯ．１か！？地味かもしれ
ないけど、実は一流選手がそろ
っているんだ。優勝する力は間
違いなく持っているぞ！

前回のＷ杯では、ブラジルに７
－１で勝利して優勝しているよ！
監督はなんと 12 年間同じレーヴ
監督。チームとしての完成度は
世界一間違いない！

ムバッペ

セルヒオ・ラモス（スペイン）

モハメド・サラー（エジプト）

トニ･クロース

パワー、スピード、テクニック、
ここまでレベルの高
いディフェンダーは
いないのでは！？ガ
ッツあふれるプレー
は要チェックだ！
（レアルマドリード
所属）

スピードと得点力は
要チェック！ボール
を持てば高速ドリブ
ルでゴールに迫る
ぞ。今世界で一番ノ
ッてるエジプトの英
雄に注目！
（リバプール所属）
)

とにかくパスが上手
い！いつも周りを見
て、パス！パス！パ
ス！ボールがないと
ころでのクロースに
大注目だ！
(レアルマドリード
所属)

（フランス）

ドリブルの切れ味は
抜群。１対１やボー
ルキープは要チェッ
クだ！なんとまだ
19 歳、ハンパない
ぞ！
（パリサンジェルマ
ン所属）)

【ドイツ】

帽子をかぶる
水分をこまめにとる
着替え、帽子、タオル、水筒を忘れずに！
その２●練習中の荷物
体調が悪い時は、無理しない
荷物は決められた場所に置き、自分 気分が悪くなった時には、コーチに言
で整理整頓！きちんと管理しよう。
えるようにしよう。
その３●持ち物には名前を書こ 睡眠をたっぷりとって、疲れを残さない

う
（ドイツ）

その４●暑さ対策をしよう！

車には充分注意し、特に道路を横
断する時の安全確認をしっかり！
ボールは袋やバッグに入れよう。

ムサシＴＯＴＯ応募用紙
2018 ワールドカップロシア大会優勝国予想！
正解者にはプレゼントがあるよ （正解者多数の場合は抽選）
ゆうしょうこく

優 勝国

練習場所
切り取ってコーチに渡してください

学年

名前
（応募締め切り：６月２２日）

