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10 月 27 日から JJP 海外指導者研修会でベルギーのブルリュッセルを本拠地に各地を視察研修しました。 

引率団長は池内 NTC コーチ・同行者は、岩手 FA 柴田 YD・埼玉 FA 福田技術委員長・和歌山 FA 保田 TC チー

フ・鹿児島 FA 出村 YD・グルージャ盛岡・小川 AD・大分トリニータ・小澤 AD・大阪 FA 上野の７名で、現地

でコーディネート松江さんが合流しました。27 日は移動で終了。 

 

28 日は朝からヘントのユースチームの視察。育成の責任者のヘント YD のペーターさんが解説・質疑応答に対応

してくれました。ベルギーリーグの「トップ 5」と呼ばれるのは、アンデルレヒト・クラブ ブリュージュ・スタ

ンダール リェージェ・ヘント・へンクの 5 チームでベルギーリーグのビッククラブです。 

ベルギーリーグの育成にはフットパスとほぼ同じ様なライセンスがあり、インフラの環境やスタッフの人数・待

遇・などのいくつもの項目が数値化され、その数値の高い上位 12 クラブにベルギー協会から全国リーグのライ

センスが与えられます。その項目の中で最も比重が大きいのが、クラブのトップに育成からの生え抜きの選手が

何人いるか？という項目だそうです。 

7・8・9 歳は 5 人制のゲームをし、10・11・12 歳で 8 人制・13 歳以上が 11 人制を行います。全国リーグは 9 歳

以上で U21 まで各カテゴリーで行われます。全国リーグといってもベルギーは四国とほぼ同じ大きさで人口は

東京と同じくらいの小さな国なので、チームのバスを使って、毎週末の土・日どちらかに移動し、試合をします。 

育成ではセレクションは行わず、全てスカウトで賄うとの事でした。全国に 25 人のスカウトが各地区を担当し 

優秀な選手をスカウトします。選手を評価する指標が明確にあるとの事でした。 

16 歳でプロ契約をしますが、それまでの最優先事項が学業との事でした。ヘントでは教員資格をもつ専任のスタ

ッフを 2 名雇ってクラブの送迎バスで集まった選手に勉強をさせているとの事でした。毎年 3～4 人がクラブの

育成からトップ契約するそうです。これは多いな。と感じました。 

選手はタイムマネージメントできるようになる事が最も重要だとおっしゃっていました。「Discipline 自律」 

している選手を重要視していると感じました。 

 

レクチャーと質疑応答の後はゲームの視察。ロケレンと U11・U10 が 8 人制で試合をしていました。アウェーの

ロケレンのピッチにはヘントの U12・14 が試合に行っているそうでホームアウェイをお互いに同時に違うカテ

ゴリーで行うそうです。午後はヘントで U15 と U16。ロケレンで U13 と U14 がやるとの事でした。 

8 人制はユースレフリーの 1 人審判。ヘントではレフリーアカデミーを作ってユースレフリーを育成しているそ

うです。これは最近アンデルレヒトとクラブ ブリュージュも初めてベルギーでは 3 クラブだけが持っているそ

うです。25 分を 3 本。タッチラインはマーカー・ペナルティエリアの区切りはなし(おおよその判断)・スローイ

ンはなしでキックイン・システムは 3－1－3。トップチームの 3－4－3 からの逆算かと思う。足元のボール操作

のレベルなら日本の J 下部の選手も変わらないと感じましたが、判断という意味では、「常にゴールを目指す」 

「余計な事をしない」「ポジションの役割を理解している」「１ｖｓ１の能力が重視されていて選手も理解してい

る」そんな辺りが少し日本を上回っているように感じた。U10 のゲームも観ましたが、U11 と同じ志向でプレー

していました。U12 までのリーグは結果を記録せず、じっくり育てるそうです。U13 以上はリーグの結果順位は

でますが、昇降格はなく、フットパスのライセンスがあれば、次年度も全国リーグでそのライセンスの最重要視 

されるのが「生え抜きの選手のプロ契約数」ですから目の前の勝利より将来の勝利を目指すシステムができてい

る。と感じました。クラブは勝つことよりも育成の環境を整える事に投資します。 



 

昼休みにペーターさんはクラブの施設を案内してくれました。数年前にトップが UCL に出場した事の賞金でト

ップに新しい施設を作ったので、それまでトップチームが使っていた、筋トレルーム・ロッカールーム・ミーテ

ィングルーム・スタッフルームなどが育成の物になって施設が充実したとの事でした。珍しいと感じたのは睡眠

をとらせる為のベットルームがありました。栄養補給は最近、日本の J 下部でも意識されて改善されてきました

が、睡眠も同様に重要でヨーロッパでは重視されているそうです。16 歳からプロ契約をします。プロに行けない

子が後で困らないように、練習前後に勉強をする時間、教える教師を専任で雇っているとの事でした。 

 

午後は U15 と U14 の同じ対戦が行われました。3－4－3 のように見えましたが、ペーターさんは 3－5－2 だと

おっしゃっていました。U21 チームはトップチームと同じシステムでやるが、そこまでは、各カテゴリーの監督

にシステムは任せているそうです。「常にゴールを目指す」「１対１で仕掛ける」という点で日本より少し上回っ

ているように感じた。ベルギーの選手を観ていると日本ではグループで崩す事を念頭に置きながらプレーする事

が優先されているように感じる。高い位置でもったら迷いなく仕掛けます。日本ではちょっとサポートを待つよ

うな場面や縦に仕掛けるふりをして横に外す場面が多いように感じます。 

様々な人種・民族がいて体格差も日本の環境以上に大きいのですが、晩熟の選手をじっくり育てる意識や、ミス

マッチのマッチアップも我慢しながら見守れる育成環境がありました。 

 

ペーターさんと松江さん。筋トレルームにて 

育成の睡眠部屋・2 部練習の時などに使用。 

 



 

 

低年齢の子が勉強する部屋。     U11 のゲームはヘントのレフリーアカデミーのユースレフリー 

 

ハーフタイムに前半の振り返りを責任者からレクチャーを受けていました。 

 

U15 のゲーム。CB と FW は 30 ㎝くらいの体格差があり、スピードでも再三破られるも、マークを変える事も

選手交代もせず、監督はベンチで座ってゲームを観ていました。 



10 月 29 日はジュピラーリーグの視察。クラブ ブリュージュ(首位)ｖｓSTVV(4 位)の上位対決をブリュージュ

のホームで行いました。ジュピラーはリーグスポンサーのビール会社の名前です。11 月の日本代表戦もこのスタ

ジアムで行われるそうです。クラブ ブリュージュのスポンサーが日本の DAIKIN である事やクラブの会長が親

日家という事でピッチ内やロッカールームなどの施設の見学など大変好意的に対応していただきました。育成か

らトップへのつながりとい事で私はブリュージュの試合の分析をし、後日の育成の見学、視察からつながりを報

告する担当になりました。ベルギーでは優秀な若手は 10 代のうちに外国のリーグに買われていくので、ベルギ

ーのリーグのレベルアップが課題で様々なレギュレーションがあります。 

16 クラブによる 2 回総当り・ホーム・アンド・アウェー方式で行われる。全 30 試合のリーグ戦終了後、スプリ

ットシステムの変形で、1-6 位のクラブはプレーオフ 1、7-14 位のクラブはプレーオフ 2、15・16 位のクラブは

降格プレーオフに進出する。上位 6 チームで再度優勝を争うプレーオフ。リーグの勝ち点を半分持ちこしてスタ

ート。プレーオフ 2 の優勝チームは、プレーオフ 1 の 4 位チームと試合をして勝った方がヨーロッパリーグの予

備予選に進出する。リーグの最後まで、クラブ・サポーターにモチベーションを持たせる施策かと思う。また、

自国の選手育成の為にベンチ入りメンバー18 人のうち 6 人はベルギー人を入れるルールもある。EU 圏内の選手

は外国人扱いにならないので、ルールがないと 18 人にベルギー人がゼロになることも起こりえる。 

ブリュージュのシステムは 3－1－4－2 の 3 バックにアンカーを 1 人置いた布陣。前半は左サイド・後半は右サ

イドを使った攻撃でチャンスを作った。ＦＷには能力の高い選手 2 名を置き、フィジカルの強さを見せたポスト

プレー・スピードのある突破、飛び出しでチャンスを作った。セットプレーでは 3 バックの全員が上がってヘデ

ィングでのゴールを目指し、実際に２点目をコーナーからヘディングでとった。 

ＳＴＶＶは3－4－1－2で、２トップは両サイドに開いて2列目の選手が中央のスペースを使う狙いが見られた。 

その 2 列目の選手をアンカーの選手が捕まえられない時に何度かピンチを招いた。広いスペースで 1ｖｓ１の局

面を作られる場面が散見された。サイドで１ｖｓ1 を作られて、逆サイドに深いクロスを入れられて失点をした。 

それでもホームのブルージュがキャプテンのトップ下 25 番を中心にボールを持つ時間が長く優勢に試合を進め

る 2－1 の後半 5 分にＦＷ10、12 分にＦＷ9 が投入され、2 人共サイズは先発の 2 人より小さいが運動量とスピ

ードで攻撃を活性化させた。 

ＰＫで 10 番が得点。3－1 になってＳＴＶＶが 4 バックにして前がかりに攻めた所で 9 番が得点。その後も何度

かチャンスを作るも結局 4－1 でブリュージュの勝。効果的な交代で理想的に得点を重ねた。 

この日のブリュージュはスタメンにベルギー人 5 人・ベンチに 5 人。スタメンの平均年齢は 23.18 歳。スタメン

で最も若い選手は 19 歳・最年長は 29 歳。サブ選手を入れた平均も 24．22 歳。40 歳のレジェンド、テイミーシ

モンズ(ベルギー代表キャップ 93・2000～2005 年のクラブの中心選手)が 1 名入っているので若干数値が上がっ

ているが、その他はやはり 20 代前半の選手の構成である。ベルギーリーグが若手のステップアップリーグにな

っている事を示す数値かと思う。 

ピッチにも入れてもらいました。 



28000 人収容。施設は 1975 年完成で古いが芝は最高の

状態。2025 年に 40000 人収容に建て替え予定。試合開始時には観客はほぼ満席になりました。 

 

30 日はベルギーサッカー協会を視察、訪問しベルギーの育成のフィロソフィーのレクチャーを受け、U15 代表

キャンプのトレーニング視察です。技術委員長のクリスさんは日本の広島のカンファレンスにも参加してもらい

興味深いベルギーの育成のお話をしてくれました。クリスさんは夏休み中という事で彼の助手のピーターさんが

レクチャーしてくれました。ベルギーにはフランダース地方とワロン地方というフランス語圏とオランダ語圏が

あり、過去の植民地からの移民などもいて、様々な人種、志向に対する「多様性」を意識して教え、学ぶ事が大

切です。クリスさんが技術委員長になってから、3 か月に 1 回の 1 部・2 部の 24 のプロクラブの YD と各年代の

代表監督がミーティングを行う、タスクフォースが開かれるようになりクラブと協会の距離が近くなり、お互い

に情報共有が密になったそうです。アンダーカテゴリーのスタッフには元プロ選手と育成のベテランのコーチを

組み合わせて担当するようにしているそうです。育成年代では教育、観察が大切です。U15 から U19 はそのコ

ンビですが、U20 と 21 は元プロコーチのみで指導しているそうです。U15 は初めての代表で少し早すぎるとも

感じますが、「国を代表するという事」を学ばせる事が大切との事でした。ホテルを完備した代表施設は快適な空

間でミーティングルーム・リラックスルーム・トレーニングルーム・メディカル・150 人収容のホール・食堂す

べて素晴らしい施設でした。ピッチは天然 5 面に人工芝 1 面・室内人工芝 1 面。来年にあと 2 面の天然芝を増設

予定だそうです。 

U15 のトレーニングで興味的だったのは、22 人の選手を 2 日づつ 6 日間招集するとの事でした。初日 

の 22 人は早熟系(体重 60 ㎏以上の選手)・3 日目の 22 人はノーマルグループ(体重 45～60kg の選手)・5 日目の

選手は晩熟系(体重 45kg 以下選手)これを専攻して 2 つのグループに絞る。U15 代表と U15 フューチャーの 2 チ

ームに絞る。との事でした。その 2 チームが U15 ベルギー代表です。早熟系と晩熟系を漏らさず選考するとい

う協会の姿勢が出ていると思いました。監督が早熟の子からはおそらく 2 人しか残らない。明日のメンバーはも

っと良い。と聞きました。早熟系の選手の午後のゲームはヘントの U16 チームと行い 0－5 で負けました。そん

なものかと思いながら、翌日の U15 ノーマルグループのゲームも観ました。相手はシャルロワ U16 チーム。U15

のメンバーは明らかに前日に比べて小さい日本の中 3 と考えても小さいくらいのイメージです。相手は逆にとて

も大きくて 16 歳には見えない選手がたくさんいました。しかしサッカーは技術だな。と感心しました。テクニ

ックの質が大変高く、10ｃｍ以上大きな相手に 2－1 で競り勝ちました。監督曰く、明日のグループはとても小

さいがもっと上手い。と言っていました。対戦相手の年代は全て U16 ですが早熟系から順番に強い相手をあて

ているそうです。晩熟を漏らさない選考がベルギーには根付いていると思いました。池内さん曰く、日本でも見

習って来年から晩熟・早生まれを漏らさないように晩熟のチーム編成をするそうです。ヨーロッパの試合には通

常の光景のようですが、スカウト・代理人が 2 日ともうろついていました。練習には親、代理人は見学不可です



が、試合は見学可になり、どっとスカウト、代理人があふれます。U15 の代表監督は来年からアメリカ合衆国の

指導者養成の責任者に 3 年契約で行くそうです。今、ベルギーの育成指導者は引く手あまたです。 

 

ベルギー協会。ここは技術的拠店、事務的拠店が別に１か所あります。 

赤がベルギー早熟系の選手。ヘント U16 の一番小

さい選手より 20ｃｍは大きい。試合はヘントが 5－0 で勝つ。テクニックの質で負けていた。 

 

 
メンバー表を持って、ノートにメモをとるスカウトがたくさんいます。6 人くらいいました。 

ノーマルグループと U16 シャルロワのゲーム。 



ベルギー協会でのプレゼン。 

 

31 日はアンデルレヒトのアカデミー視察。この視察には、横浜 F マリノスから JJP の海外指導者研修でアンデ

ルレヒトに 1 年間研修にきている坪倉さんも帯同してくれました。今は U15 チームのコーチをしているそうで

す。U12 のトレーニング視察と U12 責任者のデルースさんのプレゼン。 

アンデルレヒトは育成で定評のあるクラブです。ベルギーでは強豪です。良い選手を他クラブから取ってきて育

成しますが、ヨーロッパで観ると、アンデルレヒトで育てた選手をヨーロッパのビッククラブが買っていきます。

今シーズンは32億円でアカデミー出身の選手テールマンスをモナコに売ったそうです。「コアビジネスは育成。」

との事でした。 

U12 では個の育成に集中している。との事でした。13 歳からグループを積み上げて行くとの事でした。 

教育の中では、SNS の使い方や危険性、移民の方の大変さを伝えたり、歯の専門家、足の専門家もいてケアして

いるそうです。また多くに指導者の目で観ることや、人間性の合う、合わないも考慮して 2 人組のコーチが 3 か

月で担当カテゴリーを変わるそうです。これにより情報が全コーチに共有さます。逆にクラブのフィロソフィー

とビジョンがコーチで共有されていないとこのやり方は難しい事でもあります。 

午後は前述の U15 代表キャンプ視察に向かいました。 

アンデルレヒトのプレゼン 



 

U12 のトレーニング。とても技術が高く、インテンシティの高いトレーニングでした。 

 

11 月 1 日はクラブ ブリュージュのユースアカデミーを視察しました。クラブ YD のパスカルさんがアカデミー

のポリシー・フィロソフィーを 2 時間プレゼンしていただきました。クラブは 1891 年設立で他のヨーロッパの

ビッククラブと比べても最古参のクラブです。来年 15 分ほどの場所に新しいアカデミーの施設ができて１st チ

ームとアカデミーの 2 チームはそちらに移るそうです。現状の施設にスタッフは満足しているが、他のベルギー

のビッククラブに比べて施設面では現状劣る事は理解した上で、現会長のリーダーシップでトップレベルのコー

チをそろえよう。と人に投資してきたそうです。この 3 年間でリーグ 2 位が 2 回・優勝が 1 回の結果を得ている

のは必然。との事でした。 

アカデミーのポリシーとしては、「アカデミーから１st チームへ上げる事」そして 3 つのプロセスで完成される。 

「1 いいタレントを見つける。2 育成する。３売る。」 

アカデミーから様々な選手が契約を勝ち取っているが、全員が同じ進路をたどる訳ではない。あるものは 1st チ

ームで活躍。2 部・3 部クラブでレンタル・他国のリーグに高額の移籍金で売れた選手など。最近はアカデミー

から１st チームへ上がる選手が増え、１st のレベルがあがり、その結果アカデミーとの差が広がって一時的に 1st

チームで活躍するアカデミー出身選手が減っているが、ボトムアップの必然で悪い事ではない。との事でした。 

そのサイクルを繰りかえしてさらにレベルアップする。との事でした。 

アカデミーとして「よく教育されたいいマインドを持ったアスリートの育成」が目標で、他クラブに比べてすべ

てのディテールが入っている。個々(育成)へのアプローチには自信をもっておられました。 

個々へのアプローチは試合でのデータを出して分析、アプローチする。GPS をつけてのゲーム。毎月の身体測定。 

筋力測定などを過去 6 年間のアカデミーの選手 1000 人と比較して、具体的にアドバイス。特に 1st チームに上

がった選手と数値を比較する事で選手はモチベーション高く取り組む。プレー面でもビデオ分析でのパス成功

率・前方へのパス数・後方へのパス数・シュートの分析・1vs１の Duel の勝ち負け(空中戦・地上戦)・コントロ

ールを失った回数などのデータを 1st チームの選手と比較して伝える。ただこのプレー分析は何かのシステムを

使っているのではなく、人がビデオを観て行うので全員にできる事ではなく、有望な選手にのみしか行えない。

それが逆に競争原理を生んで、良い選手が分析をしてもらえるとなる。(ちなみにアンデルㇾヒトはビックデー

タで管理) 

クラブにはトップの含め 76 人のフルタイムのスタッフがいる。これはベルギーでは最多の数。アカデミーの指

導スタッフは 4 分の 1 がフルタイム・4 分の 1 がハーフタイム・半分がフリーランスのスタッフで育成している。

それでも給与体験はベルギーではトップだそうです。5 年前にはフルタイムのスタッフはアカデミーにはほとん

どいなかったそうです。若手育成がビジネスになり、クラブが潤う事・人が財産になる事を理解してアカデミー

が充実してきたそうです。移籍金やテレビ放映権の高騰でサッカーをとりまく経済状況が変化した為です。 

「これをイギリスのクラブで話すと笑われる。」イギリスでは普通にアカデミーのスタッフは全員がフルタイム



スタッフだそうです。 

逆にそれがモチベーションになって、「絶対に勝ってやる。」と前向きにとらえているとの事でした。 

また、ベルギーの他クラブ、協会同様に晩熟の選手をとても大切に扱っている。タレントのある選手は毎月の身

体測定で、いつ成長曲線が出てくるかを観察し、フィジカルメニューにも反映されます。人口 1100 万人の小国

でタレントを漏らしてはいけない。この考えはベルギーのすべての育成に関わる指導者は共有しています。 

将来の１st チームで様々な要求に対応できるように、トレーニングの枠組みとして 1 か月は自陣のビルドアップ

と相手コートのプレッシャーをセットでメインテーマにし、次の 1 か月は相手陣地の攻撃と自陣での守備をセッ

トでメインテーマにし、システムは１－4－3－3 で 2 か月・次の 2 か月は同じテーマを 1－3－5－2 で行う。そ

の中の細かい内容は各コーチに任されているが、枠組みは共有している。との事でした。 

各コーチは年代の枠を超えて、週 1 回ミーティングを行い情報を共有する。 

その際の 4 つのポイントは１コミットメント２ポジティブ３オープンコミュニケーション４チームの一体感。 

この 4 つをもって毎週 1 回ミーティングをすれば良い方向にしか進まない。との事でした。 

パスカルさん。熱く、明朗に 2 時間語ってくれました

U21 チームの Tr 

 

毎回、お土産は渡しています。 

 

 



 

 

11 月 2 日はアンデルレヒトのユースアカデミー視察 

ユースーダイレクターのキンデルマンさんの助手のケビンさんのプレゼン。 

アンデルレヒトは 1970 年代～80 年代にはヨーロッパのビッククラブでした。ヨーロッパのタイトルも多々獲得

しています。2000 年代からサッカーを取り巻く経済状況が変わり、アンデルレヒトはヨーロッパのトップクラ

ブからは 20 年遅れているとの事でした。ヨーロッパの全プロクラブでの経済規模でアンデルレヒトは 250 位に

なります。イングランドの 2 部の再下位のクラブよりランキングは下だそうです。 

「自分で Tr して自分の付加価値を高める」事を選手には求めています。 

育成に関しては優秀なクラブとの評価を受けている。 

ルカクを代表に各国のビッククラブに優秀な選手を売却し、利益を得ている。UEFA ユースリーグでは 2015 年

(シャフタールドネツク・チェルシー・AS ローマ・アンデルレヒト)・2016 年(レアル・PSG・チェルシー・アン

デルレヒト)2 年連続ベスト 4・UEFA ユースリーグはヨーロッパの育成年代の大会で最も価値が高い。UCL に

出場するクラブの U19 チームが同じ日、同じ会場で前座試合としてユースリーグを行います。前日 1st チームは

アウェイで PSG に 0-5 で負けましたが、前座の U19 チームは同じくパリで 3-2 で勝ちました。育成では負けて

いません。そのような結果からトップチームもアカデミーは資源の宝庫と考えるようになった。 

2004 年にはトップチームの内 8％しかいなかったアカデミー出身の割合が 2014 年は 52％がアカデミー出身に

なっている。そうです。クラブの強みとして「安定性」を挙げられた。この 50 年で会長・CEO・YD の３つの役

職はそれぞれ 2 人しか交代していないそうです。継続したビジョンでクラブが運営されます。 

クラブのミッションとしては、１才能のあるプレーヤーを育てる。２アンデルレヒトの 1st チームに限らず、2 部

のチーム・他国で活躍できる選手を育てる。３プロになれなくても困らないように教育・（礼儀・RESPECT 重

視）アンデルレヒトは「トランポリンの役割」を果たす。との事でした。若い選手がリーグで活躍して 2・3 年

後にビッククラブへ売却。現在のマーケットで求められる報酬をベルギーでは保証できないので売らなければな

らないそうです。 

その移籍金がクラブを潤し、次の選手育成にも還元される。育成の宝庫である選手のデータを効率よく活用する

為に(Tr での数値・メディカル・スカウティングなど)あらゆるデータを管理する「プロサッカーデータ」という

ビックデータシステムを導入したそうです。これはクラブブリュージュではマンパワーでやっていました。 

育成はすぐに結果はでないが、やり続ける事が大切で、また結果も大切だとの事で、アンデルレヒトでは 2004

年からキンデルマンとケビンさんがコンビでユースアカデミーの改革に乗り出して、4 年後にルカクが出た。こ

れはとてもラッキーだった。との事でした。これによりアカデミーへの投資や理解が加速したそうです。 

ユースアカデミーは組織よりも個々の才能を伸ばす事を重視する。長所を伸ばし、短所は補充する。 

10 年前は技術のみを重視していたが、今の UCL で戦うにはフィジカル・アスリートとしての体を育てる必要が

ある。ちなみに U13・14 では 3－4－3・U15 で 4－3－3 のシステムを学ぶ。これは単にシステムを学ぶという

よりはフレキシブル差を学ばせる目的がある。U13～15 歳までは勝利はそれほど重要ではなく、個々が重要。 

U17～19 のユースリーグでは１st チームへの昇格が見えているので勝利までのプロセスが含まれる。 

スカウティングは他クラブ同様に重視しており、5.6 歳でフットファン・6～10 歳でタレントディ・8～12 歳でサ

ッカーキャンプなどを行い。ユース大会へのスカウティングを親・代理人・SNS などを駆使して行っている。 

アカデミーコーチには、人柄とクラブの為に働く強い意志を求める。との事でした。 

ベルギーとしては UEFA ユーロ 2000 のオランダ・ベルギー共催の大会での惨敗が教訓になり、協会が危機感を

抱き UEFA のコーチを招き、指導者養成をし、グラスルーツの広がり(普及)に働きかけた事で今のベルギー代表

の結果がある。成功のカギは明解なビジョンの元にハードワークする。との事でした。 

 



 

 

 

クラブハウス・素晴らしい施設でした 

人工芝 4 面・天然芝 8 面・室内人工芝 1 面 

どのクラブも確固たるフィロソフィーがあります。 



後列、右から 2 番目が坪倉さん。 

 

11 月 3 日はヘルタｖｓスタンダールリージェの試合視察。今回は分析担当ではなかったので、リラックスして

ゲームを観戦しました。スタジアムはブリュージュから一転、最新のスタジアムで広く、きれいで最高でした。 

試合前に観客を巻き込む音楽を流したり、スタジアムが安全に配慮した発煙筒を燃やしたり盛り上げる工夫があ

りました。日本代表久保選手も先発しましたが、存在感をしめせず、後半 15 分で交代。日本の報道では「良い

プレーをみせた。」といった報道でしたが、よくはなかったです。ミスが目立って交代。という印象です 2 回だ

けゴール前でチャンスをつくりましたが・・・。この前の 2 試合は連続ゴールです。試合全体を通じて 22 人の

選手全員にミスが多く、見せ場の少ないゲームでした。終了後に JFA の視察団に配慮してもらって、ミックスゾ

ーンに入らせてもらいましたが、日本のメディアがほとんどで、久保選手だけが、長時間、多数のメディアにコ

メントを求められていました。他の選手は、ほぼスルーでミックスゾーンを通過していきました。 

スタジアムは最新です。 

スタジアムが発煙筒を燃やします・・。 



 

 

試合を終えた久保選手と撮影 

 

11 月 4 日はアンデルレヒト vs ヘントの U15・U16 のリーグ戦を視察に行きました。 

試合は有力クラブ同士の試合だからか、有料１人 5 ユーロ(650 円くらい)。ヘントで同じカテゴリーの試合を観

た時は無料でした。U15 の試合までは 1 人審判でおこなわれます。U16 リーグから 3 人審判です。うち副審 2 人

はユースレフリーでした。しあいはバチバチの激しい戦いです。 

1vs1 のバトル(duel)は激しい。常に縦を狙っています。バックパスも少ない。逆にポゼッションしながらスキを

つく。といった攻撃はあまり見られなかった。そのあたりを坪倉さんに聞くと、彼もこちらにきた時は驚いた。

との事でした。常に縦に速く、縦をねらっている。アカデミーのポリシーでも U15 までは個人だと。勝ち負けは

問題ではない。と言っていました。U17 のトップチームを意識しだすカテゴリーからは「勝利」までがセットで

求められる。との事でした。サポートに関してもあまり意識されておらず、2 人組くらいのコンビはあるけど、

1 対 1 を仕掛ける。というメンタリティが根付いていると感じた。前を向いて持ったら、迷いなく仕掛けます。 

1 試合で出し切った。といえるハードなゲームでした。見ごたえがあった。 

2 面のピッチで U15 と U16 それぞれ 80 分ゲーム 



負けた U16 の選手は泣いていました。 

 

11 月 5 日はジュピラーリーグ。アンデルレヒト(3 位)ｖｓクラブ ブリュージュ(首位)のゲーム。この 3 年はこ

の 2 チームで優勝と 2 位を交互に争うライバル対決。アンデルレヒトのホームですが、ブルージュのサポーター

も多く駆けつけ、サポーターは互に自クラブの応援を激しくしてゲームを盛り上げていました。 

どちらもアタッキングサードまでは運べるものの最後のラインを突破させない展開。アンデルレヒトは FW にフ

ィジカルで勝てるタイプがいなく、逆にブリュージュは前線でフィジカルに強い選手を起点に攻めを狙う。 

どちらも Duel の部分では激しいが、攻撃時の「サポートの関わり」は少ないように感じた。ここは日本が上回

っているように感じる。その為、単発の攻撃、厚みの薄い攻撃に終わる事が多いと感じた。結果は 0－0 のドロ

ー。首位のブリュージュはアウェイで引き分けで勝ち点差 9 を保ち、十分な結果。逆にアンデルレヒトは不満の

残る結果となった。ちなみに優勝クラブは UCL にストレートインで、UCL は出場するだけで 20 億円がクラブ

に入り、ベルギーのクラブにはとても大きな比重になるそうです。またスタジアムはパリのテロ以降はカバンの

持ち込み禁止・ボディチェックもされます。 

 

 
 

入場時のボディチェック 

 



 
 

1vs1 のバトルの激しい、熱い試合でした。 

 

この研修では、協会がアテンドする。という事で普通の民間の企画では行けないような所に行けたり、聞けない

ような話を聞けたり、大変深く学ばせていただきました。日本の強みも弱さも少し解りました。日本が地理的ハ

ンデを背負っている事もよくわかりました。育成のテクニカルな面だけでなく、育成をマネージメントする面の

世界基準を学びました。ベルギーは四国と同じ大きさで人工 1100 万人。日本よりよっぽど小さく、経済状況も

よくありません。しかし、彼らは言い訳せずに、「狭いからこそできる事。それを逆にモチベーションに変えてい

ました。」クラブのユースダイレクターのみなさんは、明確にクラブフィロソフィーとビジョンを語ります。とて

も人格者に感じました。日本にも日本の強みがあります。今回の研修で学んだ事を大阪に還元したいと思います。

ゲーム環境、育成環境を整える事に力を割いていきたいと思います。この研修に派遣していただいた JFA/大阪

府サッカー協会に感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


