
 

 

 

 

 

 

 

                   ＭＣＣ研修資料 

２０１５年７月１９日 

 

ナデシコ奮戦記 



ナデシコは日本を代表する花の一つ 
万葉の昔から詠み込まれていた 



• ナデシコの花言葉は純愛・無邪気・純粋な
愛・いつも愛して・思慕・貞節・お見舞・女性の
美・など女性的なイメージが強いが、才能・大
胆・快活なども。 

• ヤマトナデシコ（カワラナデシコ）の花言葉は、
可憐・貞節である。 

• 太平洋戦争時には軍国少女のイメージとして
「ヤマトナデシコ」が強調されていた。 



２００４年アテネ・オリンピックから 
「Ｎａｄｅｓｈｉｋｏ」のチーム名 



現在はチャンピオンマークと星１ヶ 
背中にピンクの筋が入る 



レジェンドとなった澤穂希 



不世出のレジェンド 
澤 穂希(サワ ホマレ） 

• 名前：澤 穂希（さわ ほまれ） 
• 生年月日：1978年9月6日（36歳） 
• 出身：東京都府中市 

• 出身校：東京都立南野高等学校（現：東京都立若葉総合  
高等学校）。帝京大学文学部に進学しましたが中退 

• 身長：164cm 
• 体重：55kg 
• 在籍：INAC神戸 
• ポジション：MF 
• 背番号：8 
• 利き足：両足 
 



抜群と云うしかないゴール数 



常に全力でプレイするチームリーダー 



２０１１年ＦＩＦＡバロンドール受賞 
メッシは余裕の３回目！！ 



草創期（1980年代） 

• 女子サッカーの日本代表チームが最初に設
立されたのは、1981年のAFC女子選手権（現：
女子アジアカップ）とされている。 

• このとき日本代表は、台湾とタイに敗れ、1次
リーグで姿を消している。 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0
http://dic.nicovideo.jp/a/1981%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/1981%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/AFC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%BF%E3%82%A4
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0


世界への挑戦の始まり（1990年代） 

• 1991年にFIFA女子ワールドカップが創設される。日本代表は
アジア予選で準優勝し出場権を獲得。本大会は1次リーグ敗
退。 

• 1995年のFIFA女子ワールドカップにも出場。1996年のアトラ

ンタオリンピックから、オリンピックに女子サッカーの種目が
追加されることが決まったため、この大会がオリンピック予選
として使われることとなった）。 

• この重要な大会で日本はベスト8入りし、オリンピック出場権
を獲得したが、オリンピックでは1次リーグ敗退。 

• 1999年のFIFA女子ワールドカップにも出場。しかしこちらでは
ベスト8入りを果たせず、オリンピックへの出場権も同時に失
われた 
 
 

http://dic.nicovideo.jp/a/1991%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/1991%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BB%A3%E8%A1%A8
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
http://dic.nicovideo.jp/a/
1995%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/
1995%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/1996%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/1996%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%9B%AE
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
http://dic.nicovideo.jp/a/
1999%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/
1999%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%93
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF


低迷と復活（2000年代前半） 

• 2004年にはアテネオリンピックのアジア予選
で強敵・北朝鮮を破って出場権を獲得。 

• 女子ワールドカップは1次リーグ敗退、オリン
ピックはベスト8。 

• 2007年のFIFA女子ワールドカップは1次リーグ
敗退 

http://dic.nicovideo.jp/a/2004%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/2004%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88
http://dic.nicovideo.jp/a/2007%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/2007%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/FIFA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0


世界上位への進出（2000年代後半） 

• 2008年の北京オリンピックでは、1次リーグ初戦
でニュージーランドに引き分け。第2戦でアメリカ
に敗れ後がなくなったが、第3戦のノルウェー戦
で5-1と圧勝して決勝トーナメントに進出した。 

• 続く決勝トーナメント1回戦（準々決勝）では地
元・中国を破りベスト4入りを果たす。 

• メダルへの期待もかかったものの、準決勝でアメ
リカに、3位決定戦でドイツに敗れて4位となり、メ
ダル獲得はならなかった。 

http://dic.nicovideo.jp/a/2008%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/2008%E5%B9%B4
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%9F%E3%81%99%E3%80%82
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%9F%E3%81%99%E3%80%82
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%A1%E3%83%80%E3%83%AB


２０年かかっての世界一だった 



FIFA女子ワールドカップ2011の優勝 



この歓びの瞬間！！ 





２０１２年ロンドン・オリンピックでは銀！ 
今やナデシコは一流になったのか！？ 



そして今年は３度目の日米対決 









まさか決勝まで行けるとは・・・ 



３度目の戦いに臨むナデシコ 
新旧キャプテン、宮間と澤 





宮間とモーガンの両キャプテン 



戦前の予想は米国有利 



日米選手の比較 

         年齢    身長 

 登録23選手平均 

日本      28     164.8 

米国      29     169.3 

 

 スターティングメンバー11選手平均 

日本      27.72   163.54 

米国      27.82   169.27 

 

 



２０１５年ワールドカップの結果 





銀メダルなのに嬉しそうでない？ 



日本の天敵はカルリ・ロイド 



 
天敵 カルリ・ロイド（CARLI LLOYD） 

 
• 生年月日 1982/7/16 

• 年齢 ３２歳 

• 出身地 ニュージャージー州 

• 身長 １７３cm 

• ポジション ミッドフィルター 

• 在籍  Houston Dash 

• 背番号 １０番 

 



９つのティームで活躍 
１５年間のゴール数は５５！ 

1999 Central Jersey Splash (11) 
2000 New Brunswick Power (10) 
2001 South Jersey Banshees (10) 
2004 New Jersey Wildcats 1 (1) 
2009 Chicago Red Stars 16 (2) 
2010 Sky Blue FC 5 (0) 
2011 Atlanta Beat 10 (2) 
2013–2014 Western New York Flash 36 (18) 
2015– Houston Dash 3 (1) 



ボーイフレンドは幼馴染の 
ブライアン・ホリンズ（プロゴルファー） 



見事なハットトリックでゴールデンボール杯 



2015ゴールデンボール賞 



スポーツ界での国民栄誉賞は 

年数 受賞者 職業 当時の首相 

1977 王貞治 プロ野球選手 福田赳夫 

1984 山下泰裕 柔道家 中曽根康弘 

1987 衣笠祥雄 プロ野球選手 中曽根康弘 

1989 千代の富士 力士 海部俊樹 

2000 高橋尚子 陸上選手 森喜朗 

2011 なでしこジャパン サッカーチーム 菅直人 

2012 吉田沙保里 レスリング選手 野田佳彦 

2013 大鵬 力士 安倍晋三 

2013 長嶋茂雄 プロ野球選手 安倍晋三 

2013 松井秀喜 プロ野球選手 安倍晋三 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%81%B7%E6%A5%AD
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%A6%96%E7%9B%B8
http://dic.nicovideo.jp/a/97
http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%8E%8B%E8%B2%9E%E6%B2%BB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
http://dic.nicovideo.jp/a/1984
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%B1%B1%E4%B8%8B
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%AD%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E5%BA%B7%E5%BC%98
http://dic.nicovideo.jp/a/98
http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%A1%A3%E7%AC%A0%E7%A5%A5%E9%9B%84
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%AD%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E5%BA%B7%E5%BC%98
http://dic.nicovideo.jp/a/98
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%83%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%AF%8C%E5%A3%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8A%9B%E5%A3%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B5%B7%E9%83%A8%E4%BF%8A%E6%A8%B9
http://dic.nicovideo.jp/a/2000
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%B0%9A%E5%AD%90
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%99%B8%E4%B8%8A
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%A3%AE%E5%96%9C%E6%9C%97
http://dic.nicovideo.jp/a/201
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%81%AA%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%93%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3
http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%8F%85%E7%9B%B4%E4%BA%BA
http://dic.nicovideo.jp/a/201
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%B2%99%E4%BF%9D%E9%87%8C
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%87%8E%E7%94%B0%E4%BD%B3%E5%BD%A6
http://dic.nicovideo.jp/a/201
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%A7%E9%B5%AC
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8A%9B%E5%A3%AB
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89
http://dic.nicovideo.jp/a/201
http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%95%B7%E5%B6%8B%E8%8C%82%E9%9B%84
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89
http://dic.nicovideo.jp/a/201
http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%9D%BE%E4%BA%95%E7%A7%80%E5%96%9C
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89


賞金は女子は非常に恵まれない 

• ２０１１年の金は１００万
ドル 

• ２０１５年の銀は１４０万
ドル 

 

• 因みに男子のワールド
カップ優勝賞金は何と
３４００万ドル！ 

  

 

 



男子の場合はこれほど巨大だ 



ＴＶ放映権も男子の場合は巨額だから・・ 



オマケ-（1） 
ワンバックは米国のレジェンド 



２０１３年ホフマンと結婚 



２０１５年連邦最高裁で同性結婚が認められた 



オマケ-（2） 
次は２０１６年８月リオ・オリンピック 



２０１６年春からの予選が待っている 



アジアの出場枠は２ヶしか無い 
アジアの場合ワールドカップでシードされない 



オマケ-（3）次の世代を担うのは・・・・ 
２０１４年４月リトルナデシコＦＩＦＡ Ｕ１７優勝 



日本にとって２ヶ目のワールドカップ 



Ｕ-17これまでの成績 



２０１４年日本は１位で予選突破 



 
結局６連勝で優勝した 

全6試合で23得点・1失点と圧倒的な存在感 
 



 

ＦＩＦＡ／Ｕ-17世界一の座を勝ち取ったが 
ほぼ全ての個人賞も総なめ 

 



右：主将・杉田妃和（スギタヒナ）・ＭＶＰ 
左：長谷川唯・シルバーボール 



 
最優秀ＧＫ・松本 真未子 

 



Ｕ-17を率いる高倉麻子監督 



 
2015年ＦＩＦＡ女子決勝戦の記録 

 
https://www.legendsstadium.com/fifawomensw
orldcup/match/787824/ 



ナデシコの実力は高校生以下！？ 

サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は１９日、２連覇を狙う女子Ｗ杯カナダ大会（６月６日開幕）
へ向けて香川県丸亀市内で合宿２日目を迎え、午前と午後の２部練習を行った。  
 午後の練習では香川西高の男子選手と１０分間×４の練習試合を実施。  
 控え組と主力組が交互に戦い、０－２で敗れた。  

 
 香川西は全国高校サッカー選手権大会に０６年から９年連続で出場中。４年前の合宿でも一緒に練
習した県内屈指の強豪だ。  

 
 積極的にプレスを仕掛けてきた高校生相手に苦戦をしいられたなでしこジャパン。守備の課題が浮き
彫りとなった。  

 
 「女子と違ってスピードが早いし、当たりも強かった」  

 
 

戦力を言えば、日本代表男子＞＞五輪代表男子＞＞＞＞超えられない
壁＞＞＞＞日本代表女子（ナデシコ） 
 


