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平成27年 新年初蹴りのお知らせ 野村六彦氏　日本サッカー殿堂入りを果たす
期　日：平成27年１月３日（土）午前10時より
場　所：舟入高校グランド
尚ミニゲームは午前９時より開始

野村六彦
（NOMURA Mutsuhiko）
1940年2月10日生まれ

「額」

掲額式　憲仁親王妃久子殿下（中央）、野村六彦夫妻（左右隣）
（前列　左端）「笠間史郎氏（舟入サッカー部）」　
（左から6番目）「徳永氏（東京舟入会）」

贈る心を託してお花の贈りもの…
◆地方発送・市内配達承ります。

花束・アレンジメント・観葉植物・鉢物

司法書士

事務所：広島市中区八丁堀6-16　第一東亜ビル303
TEL：082-227-3118　FAX：082-211-2880

広島司法書士会会員
栗栖伸明司法書士事務所

広島市中区舟入南3丁目18-12　tel 082-234-8729
営業時間／AM9:00～PM7:00　　 （36期）小松　強

花野リトルパイン 栗 栖 正 行

　去る平成２６年９月１０日ＪＡＦ
ミュージアムにて日本サッカー殿
堂入りを果たされた野村六彦氏
（９期）の掲額式が行われた。
我々サッカー部ＯＢはもちろんの
こと、舟入高校にとっても大変
名誉なことであり誇らしい思い
である。
　「日本サッカー殿堂」とは、日
本サッカーの発展に尽力した功
労者を称えるものである。野村
六彦氏は永年にわたって日本
サッカー界に顕著な貢献をして
こられたことが認められての殿

堂入りでその経歴からも殿堂入
りは当然のことのように思える。
経歴をお読みになれば理解い
ただけると思う
が、それほど、
氏の活躍は突出
しているのであ
る。
　１０月１８日ひろ
しま国際ホテルに
て舟入高校サッ
カー部ＯＢ会は堀
口照幸名誉会長
（１８期）の音頭

で「野村六彦氏の日本サッカー
殿堂入りを祝う会」を開催した。
当日はサッカー部ＯＢはもちろん
のこと、広島県サッカー協会会
長の小城得達氏や舟入高校日
浦校長、また氏とゆかりのある
方々、小中学校そして舟入高
校の同級生らが数多く駆けつ
け、氏の殿堂入りを我がことの
ように喜び称えた。ちなみに地
元紙、中国新聞も翌朝刊に祝
う会の開催を報じた。

　広島市立舟入高校、中央大
学を経て、１９６３年に日立製作
所に入社。１９５７年度全国高等
学校蹴球選手権大会に出場し、
優秀選手に選出される。中央大
学時代には全国大学蹴球選手
権大会で３回優勝、関東大学
リーグ戦で２連覇、天皇杯全日
本蹴球選手権大会では優勝１回
という成績を収めた。
　運動量のある中盤のリンクマン
（ミッドフィールダー）としての能力
を見出され、１９６０年には日本代
表候補として欧州・ソ連遠征に
参加。スピードを維持した状態で
の正確なボールコントロールと相
手の動きを見抜く判断力に長け、

攻撃に絡むプレーを得意とした。
　日立では、１９６５年に日本サッ
カーリーグ（JSL）では１４試合で
15得点を挙げ初代得点王に輝
く。１９７０年代には同サッカー部
の高橋英辰監督が掲げる「走る
サッカー」を実践し、主力選手と
してチームを牽引。１９７２年度に
はＪＳＬ１部、天皇杯「全日本サッ
カー選手権大会」で初優勝を果
たして、日立の二冠に大きく貢献
するとともに、日本サッカー界に
「走る」というサッカーの原点に目
を向けさせた。
　同年、年間最優秀選手賞
（フットボーラー・オブ・ザ・イヤー）
を受賞した。ＪＳＬ初年度の得点王

に輝いてから７年を経ての同賞受
賞は長く第一線で活躍し続けた
証を物語るもの。
　現役引退後はコーチを経て、
１９７９年から３シーズンにわたり日
立の監督を務める。１９９２年から
はＪリーグのマッチコミッショナー
を、また２００６年からはＪリーグ規
律委員長や日本サッカー協会（Ｊ
ＦＡ）の規律・フェアプレー委員
を務めるなど、プロ化以降も２０
年にわたってＪリーグと日本サッ
カーの発展に尽力した。
　２０１３年第４６回　内閣総理
大臣杯　日本プロスポーツ大賞
　功労賞　受賞

　初蹴りで現役と戦うOB募集中！
　平成26年夏、コカコーラウエストスタジアム
での雪辱を晴らす為に総員結集せよ。
　尚、夏の試合は現役１年生相手にOBが
敗れ去った模様（涙）。

お知らせ
★平成26年版OB会名簿の再編を進めております。
　OB会員の住所について確認、また広告の掲載のご協
　力をお願い申し上げます。

（31期）平　弘志、（32期）石田　敏

会費納入のお願い
　平素よりＯＢの方々には現役チームへの物心両面からのご支援、
ご協力を感謝しております。
　今年も引き続き会費の納入にご協力をお願いします。
　尚、郵便振込みにて納入されるＯＢの方は、ご自身の卒業期の記
載を必ずお願い致します。
　会費：社会人　　　　　　 　　5,000円/１口
　　　　23～29才の社会人は　　3,000円/１口
　　　　学　生  　　　　　　　 2,000円/１口
　会員の皆様におかれましては、１人１口以上の納入をおねがいします。
　振込銀行口座：広島銀行金山町支店 (普) 1066366

舟入高校サッカー部OB会
会長 井内快介

■野村六彦氏　略歴

・野津　謙　・手島志郎　・長沼　健　・渡辺　正　・宮本輝紀　・小城得達
・森　孝滋　・野村六彦（以上　広島県出身）
・松本育夫　・ハンス・オフト　・小澤通宏（以上　広島県関係者）

（参考）広島県関係での「日本サッカー殿堂　掲額者」（敬称略）
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リトルパイン  （48期）

不動産登記、商業法人登記等お気軽に相談ください



2014年

ＯＢ会費納入者リストＯＢ会費納入者リスト （2014.1.3～11.8まで記載です。）

 3期　上杉　尚道
 4期　米澤　鐡志
 5期　寺地　　作
 6期　蔦　　春三
 6期　佐伯　祥三
 8期　丸本　　智
 8期　木村　　勝
 9期　野村　六彦
10期　今西　和男
10期　小堀　俊一
11期　高次　　孝
13期　増田　達夫
14期　豊島　俊彦
14期　野間　和昭
14期　恵南　禎修
14期　鈴木　宣哉
15期　田丸　直文
16期　佐々木逸夫

17期　宇都宮俊治
18期　堀口　照幸
18期　古宮　篤美
18期　野口　正博
18期　中村　伸司
18期　温品　良一
19期　益本　修二
19期　堀口　満幸
21期　森金　貞美
21期　堀口　幸範
21期　川本　　泉
22期　河野　保雄
23期　長尾　秀実
23期　七里（上園）信路
23期　田中　治幸
25期　井東　　正
25期　小田　義治
26期　井上　則雄
26期　田辺　義博

26期　橋本　光正
26期　荒川　宣昭
26期　野田　省三
27期　住田　恒三
27期　木村　正徳
27期　大光　信也
27期　高畑　　明
27期　小笠原英敬
27期　上河内裕司
28期　別府　正巳
28期　政宗　幸恵
28期　田中　義和
28期　佐々木　修
29期　梅比良伸二
29期　折山　昭二
29期　市本　秀則
29期　綾部　昌則
29期　久留島匡繕
30期　井内　快介

30期　大下　　茂
30期　有松　明夫
30期　西川　雅彦
31期　松本昌一郎
31期　平　　弘志
31期　藤野　　強
31期　長尾　史朗
32期　石田　　敏
32期　島谷（梶本）由美子
32期　河野（恵木）真由美
32期　二川美千代
32期　日野　康弘
32期　福本　正浩
32期　石井　知幸
33期　岡田　典之
33期　望月　英男
33期　佐々木直義
33期　山西　博文
35期　大崎　光泰

35期　讃岐　克司
36期　小松　　強
48期　佐々木　一
48期　佐々木秀憲
48期　宇都宮健太
48期　林　　誠二
48期　尾上　弘輝
48期　浅田　秀和
48期　羽場　理博
48期　浜口　真二
48期　栗栖　正行
50期　高田　直人
51期　今坂亮太郎
53期　白井　裕久
54期　栗栖　慎也
54期　山中　晴詞
54期　村本　賢治
54期　岸本　勇祐
54期　梶本　昌吾

54期　江副　陽祐
55期　別府　泰明
55期　坂本　大樹
56期　坂上　　悠
57期　三田　風馬
58期　栗栖　　護
58期　小川　直樹
60期　島井　庸佑
60期　加納　翔太
60期　石川　裕大
61期　横田　健一
63期　宇田　朱里
63期　　田（タカタ）明克
63期　北山真太郎
63期　石川　竣喜
64期　糸永　彬人
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銀山町（広電）電停より徒歩２分（チサンホテル裏手）
広島のソウルフード「お好み焼き」を中心にご用意し
ております。
宴会はコース料理¥3,０００から（２時間飲み放題、
料理６～７品）
事前にスタッフにご要望をお聞かせいただけました
ら、丁寧に対応させていただきます。
個室４から１０名様あり、座席６０席
日曜から土曜営業、昼11：30から14：00、夜
17：30から22：00
　場　所：広島市中区幟町１０－９吉岡ビル１Ｆ
　ＴＥＬ ：０８２－２２１－７３３０

（３３期）岡田　典之

広島駅新幹線口より徒歩５分。駅近くで飲むなら、
当店をよろしくお願いします。
瀬戸内の小魚料理を中心にご用意しております。
宴会は、コース料理・飲み放題（２時間）２から１６
名様￥３,５００から。
他に、くえ・すっぽん（通年）、はも（夏期）、かき・
ふぐ（冬期）料理も予約制で扱っています。
　場　所：広島市東区光町２－８－９ 安田ビル１Ｆ
　ＴＥＬ ：０８２－５６８－４３４５

（３１期）平　弘志

寿司・小料理の「わらや」 お好み焼き「ケンタウロス」

大宮アルディージャ
ファンクラブ会員募集中

詳しくは大宮アルディージャＨＰで

広島市立
幟町小学校

広島中央警察署
幟町町交番

百十四銀行
広島支店

エリザベト
音楽大学

チサンホテル
広島

相生通り
銀山町

ケンタウロス
お好み焼き広島銀行

広島駅北口支店

シェラトン
ホテル広島

セブンイレブン

ホテル
チューリッヒ
東方 2001広島鉄道

病院

ホテル広島
ガーデンパレス

二葉通り

広島駅

わらや
寿司・小料理

新規入会金

￥500
年会費

￥3,000

舟入高校サッカー部試合結果＆経過
▶第９３回全国高校サッカー選手権大会広島県大会

０－５舟 入 高 校 山 陽 高 校8 / 3 1 １回戦

３－３舟 入 呉 港
２－０舟 入 呉 港

０－１舟 入 府 中
３－２舟 入 府 中

３－０舟 入 加 茂
３－２舟 入 加 茂

１－２舟 入 近 大
（11/23）舟 入 近 大

５－１舟 入 廿日市西
３－１舟 入 廿日市西

１－１舟 入 学 院
５－１舟 入 学 院

２－０舟 入 修 道 Ｂ
０－４舟 入 修 道 Ｂ

Ｄブロック・トーナメント

▶高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ
　2014ＨｉＦＡアドバンス・リーグ グループ：３部Ａ

（１回戦　敗退）

（11月17日現在グループ1位/7チーム）

2014. F. I. F. A. ワールドカップブラジル大会特集

・・・何に注目していましたか？
今西氏「０２年ブラジル、０６年イタリア、
１０年スペインと４年毎に優勝するチーム
が変わってきている。前回はボール・
ポゼッションに細かいパスワークのスペイ
ンが優勝し、体格が日本人と似ている
ことで、スペイン風のサッカーが日本に
向いているという風潮になった。小柄で
あるが体幹を鍛え、強い当たりに勝て
ないまでも負けない、耐えられる体力を
付け、パスワークで崩してゆくサッカーを
日本が目指してゆくことになった大会で
あった。
　今回のブラジル大会では、前回のス
ペインとは違うタイプのサッカーが結果を
残した。それは「より速く、時間をかけ
ずに攻撃する」というサッカーをするチー
ム、ドイツ、オランダそしてアメリカの躍
進だ。相手にスペースを与えない積極
的な守備からボールを奪った瞬間、全
速力で相手のスペースを突き３～４人で
シュートにまで持っていくという、堅守速
攻のサッカーが主役となった」

・・・普通の攻撃では得点出来ないと
いうことですね。
今西氏「注目すべき点は、攻撃の起点
だ。以前はトップ下の攻撃的な10番を
付けた選手が攻撃の起点となっていた
が、それが守備的ハーフの選手、今
で言うボランチやリベロの選手がそれを
担うようになり、今大会ではセンターバッ

クやゴールキーパーが攻撃の起点と
なった。ドイツのGK、マヌエル・ノイアー
のプレーが印象的だ」

・・・日本代表についてはいかがでし
たか？
今西氏「海外のチームに所属する選手
が増えて技術的にも日本人選手のレベ
ルは上がった。ザッケローニ監督のチー
ムがどの位出来るか、注目していたが、
残念な結果となった。何故か？それは
選手のメンタルに大きな要因があると思
う。大会前から選手が「優勝を狙う」と
か「自分たちのサッカーをやれば勝てる」
というような趣旨の発言をマスコミを通し
て聞いたが、耳を疑った。
　人間は経験していない事にはすぐに
対応する事が出来ない。その点、ヨー
ロッパや南米の選手はハイレベルな試
合の中で常に大きなプレッシャーと戦っ
ており、様々な経験をしている。所属
チームはもちろん、代表の試合での国
民の期待の大きさは日本の比では無
い。そういった経験があるからこそ、そ
の中で経験したことが自信となり少々の
ことでは動じないメンタルが形成されて
いる。昨今、日本人選手が海外のチー
ムで活躍していると言ってもヨーロッパの
一流チームでレギュラーとして活躍して
いる選手はほとんど居無い。経験も実
力も不足しているのに何を勘違いしてし
まったのか、そして、それを注意する

人間がいなかったのだろうか。
　W.C.に出てくるチームは当然のように
対戦相手のことを研究している。相手
の長所をつぶし、短所を突いてくるのは
常套手段だ。日本代表は攻撃を担う左
サイドを封じられ、その封じられた左サ
イドを起点に攻撃を受け失点を重ねた。
選手の言う「自分たちのサッカー」が出
来なかったのだ。その時、どのように対
処すべきか、その方法を代表チームは
見出せなかった。「自分たちのサッカー」
が出来ないとき、次にすべきことがわか
らなかったのではないか。
　ザッケローニ監督がどの様な指導をし
たのか詳しくは知らないが、あまりに選
手に自由にやらせ過ぎたのではないか？
ジーコの時もそうであったが、自由にさ
せ過ぎて失敗した。私は、チームには
約束事というか、強い理念が必要だと
思っている。私が招聘したハンス・オフ
ト氏はそれを「ディシプリン（Discipline）」
（規律）と表現したが、それが代表チー
ムには無かった様な気がする。これは
日本人には特に必要な要素だと思って
いる。今大会の日本代表は、チームが
窮地に陥ったとき、チーム全体がバラ
バラになったという印象だ。それにして
も日本代表のコンディションの悪さが目に
付いた大会であった。前年度のコンフェ
デ杯でブラジルの気候は体験しており、
情報もあったはず。あんなに走れない
チームでは試合にならない。これは代

表の強化部の責任でもある。

・・・印象に残った選手は？
今西氏「やはりハメス・ロドリゲス選手（コ
ロンビア代表）とメスト・エジル選手（ド
イツ代表）の二人は別格だ。前大会で
も活躍したエジルは知っていたが、ハメ
ス・ロドリゲス選手の出現は驚きだった。
ハメス・ロドリゲスのようにパスもシュート
も上手く、一人でゴールを決めることの
出来る選手は貴重な存在だ」

・・・代表監督について
今西氏「日本人監督のうち世界で戦え
る監督は岡田武史氏しかいない。彼に
は多くの経験がありサッカーの知識もあ
る。当然、日本人のメンタルにも熟知し
ている。この日本人のメンタルを知る事
はチームを率いるときに最も重要だ。ク
ラマー氏をはじめ、オフト氏そしてオシム
氏は日本人のメンタルを事前に勉強して
いた。それでもチームをまとめることには
苦労していたようだ」

・・・Ｊリーグで２シーズン指揮して、２連
覇した日本人監督がいますが？
今西氏「森保一監督（サンフレッチェ広
島）のことか？彼にはまだ経験が足りな
い。これから様々な障害・問題が起こ
りそれにどのように対処できるか見守る
必要がある。ただ、控えの選手に対す
るケアに気を配っていることを見ればオ

フト氏や我々の教えを守っており、将来
楽しみな監督ではある」

・・・今日は貴重なお時間をいただき誠
にありがとうございました。最後に現役
サッカー部員に一言お願いします。
今西氏「舟入高校サッカー部の練習を
見る機会があったが、我々の頃に比べ
格段に上手い。問題はそれ以上に上
手な選手が他校に居ることだが、どう
やったら勝てるか、創意工夫、自分の
頭で考えて対策してほしい。そのことは
将来の人生にきっと役立つはずだ」

10期　今西和男
　舟入高校、東京教育大学（現筑波
大学）を経て東洋工業に入社。日本サッ
カーリーグ（ＪＳＬ）の初年度から東洋工
業蹴球部不滅の四連覇に大きく貢献し
た。1966年には日本代表に選出されア
ジア競技大会（バンコク）出場。その後
サッカーから離れ、社業でも優秀な成
績を収めていたが1982年乞われてサッ
カーに再び関わることとなる。1984年、
マツダＳＣ監督につきハンス・オフトをコー
チに招聘した。このとき現場はオフトが
指揮し、同氏がゼネラルマネージャー（Ｇ
Ｍ）業務を行う分業体制でチーム運営
を行い日本におけるゼネラルマネー
ジャーの地位を確立させることとなった。
ＪＦＡ公認Ｓ級コーチ。現在は吉備国
際大学教授。

特　　典

　前回優勝国でユーロ2008と2012を二連覇し、今大会も大本命の無敵艦隊スペインが予選リーグで敗
退、期待された日本代表もわずか勝ち点１の結果となった一方、予選リーグを順当に首位で突破したドイツが
南米大会ではヨーロッパの優勝は無いというジンクスを破って優勝したブラジル大会、この大会がプロの目か

ら見てどう映ったのか、サッカーに詳しいお二人に聞いた。今西氏にはインタビュー形式で、倉本氏には投稿
という形でお願いした。図らずも今西氏は大局的な立場から、倉本氏は育成年代の指導者の立場の発言と
なったのは興味深いことである。両氏とも多忙な中、喜んで協力いただいたことを皆様に報告しておきたい。

■今西和男氏に聞く「私の見た２０１４FIFA.W.C.ブラジル大会」

　ドイツが優勝した理由は国を挙げて
育成年代の改革が成功したことが大き
い。2000年ヨーロッパ選手権で惨敗し
たドイツは、このままでは世界の流れに
おいていかれてしまうと危機感を持ち、
育成の改革に着手。これまでのフィジカ
ル重視のサッカーから技術と判断重視
へシフトチェンジをした。特にスペインに
勝つにはどうしたら良いかを考え続けた
結果、技術部分でボールを止めてから
蹴るまでのスピードを上げることを考え、
実践した。
　日本ではどうか。スペインのようになる
にはどうしたらよいか？は考えるが、スペ
インを超えるにはどうやって自分達の特
徴を出していくべきか話されることは少な
い。ましてやW杯の惨敗を受けて今後
の育成をどうして行くか話されることほと
んどない。今の育成が未来の日本代表
の行方を握っているのだ。ということは

育成に関わる指導者の考え方、意識
が変わる必要があるのではないか。ま
ずはヨーロッパで活躍する日本人を増や
すこと。今、選手の目標はJリーガーで
はなく、ヨーロッパでプレーすることに変
わっている。そうであれば指導者もヨー
ロッパに選手を輩出するにはどうしたら
いいか？という視点に変わらなければい
けない。チャンピオンズリーグに出場す
るようなチームでプレーする日本人が50
人を超えるようになれば、自然と代表の
レベルが上がっている。では、そこから
の逆算でどんな日本人であればヨーロッ
パで活躍できるのか指導者が考えなけ
ればいけない。一日に何試合もやること、
2時間を超える練習、精神鍛錬と称し
た理不尽なトレーニングを課せば、その
地域、日本国内では勝てるようになるか
もしれない。しかし、コートジボワールの
ような身体能力を持った国が他にはたく

さんある。より強く、より速くという土壌で
戦うと日本人は分が悪いどころか何年
経っても上回ることができない。勝負す
るべきは、スキル（技術＋判断）と賢さ
だと思う。日本人の良さは技術が高く、
俊敏で、しかも勤勉、規律正しく動くこ
とが出来るところ。その良さを前面に出
せるようなサッカーをするには、それが
重要だと考え、正しく選手にトレーニン
グ落とし込める指導者が増えることが一
番の近道ではないだろうか。

５２期　倉本和昌
　広島県出身。高校卒業後にスペイン
へ渡り、2004年スペインコーチングライ
センス初級、05年に中級、09年に上
級に合格。スペインで指導経験を積み、
09年に日本に帰国。湘南ベルマーレ育
成部コーチを経て、現在大宮アルディー
ジャ育成コーチ。

■倉本和昌氏（大宮アルディージャ育成コーチ）のワールドカップ総評

ピンバッジ 招待チケット
２枚


