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北京五輪の準決勝戦。米国のロ
リー・チャルプニーと球を奪い合
う澤穂希〔AFPBB News〕

なく開幕を迎える南アフリカでのサッカー・ワールドカップ（W杯）。男子日本代表に注
目が集まるが、その傍らで女子代表（なでしこジャパン）の健闘ぶりが目立つ。現在、世

界ランキングで5位。

5月30日に終了したAFC女子アジアカップ2010（中国・成都）
では、オーストラリアに敗れて決勝進出を逃したものの、3位
決定戦で中国に2－0で快勝した。これによって2011年6月開催
の女子W杯（ドイツ）出場が決まり、W杯は6大会連続出場と
なる。

この3位決定戦で見事なヘディングシュートを決めて勝利に導
いたのが、キャプテンの澤穂希さん（米ワシントン・フリーダ
ム所属）。ちなみにこのゴールは、国際Aマッチ通算75ゴール
目となり、釜本邦茂・日本サッカー協会名誉副会長が持つ男子
の最多記録に並ぶ。

大会終了後中国からアメリカに向かう途中の、2日弱の日本滞在の中で、澤さんに2時間にわたって
お話を伺うことができた。

対談の相手を務めていただいたのは平田竹男・早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授。平田さ
んは、プロフィールにもある通り、通産省（現・経済産業省）でJリーグ創立に尽力した
後、2002～06年まで日本サッカー協会の専務理事を務めた。

この間に平田さんが、男子サッカーに対するのと同じくらいエネルギーを注いだのが、女子サッ
カーの振興である。この経緯は、『サッカーという名の戦争』（新潮社）に詳しい。

今日から3回シリーズでお届けする対談の第1回では、世代交代期にあるなでしこジャパンの現状
と、澤キャプテンから岡田ジャパンへのエールをお伝えする。（編集部）

大事な試合で「点取るよ」と有言実行

平田 W杯出場決定おめでとうございます。

澤 ありがとうございます。

平田 今回のアジアカップではだいぶメンバーを替えましたよ
ね？

澤 そうですね。若くなりました。今回は怪我人がいたんです。
ストライカーの大野（忍）が怪我でドクターストップがかかって
いました。スピードがあって得点の取れる大野にこれまでいかに
頼ってきたか、ということを痛感しました。

平田 速くて点が取れる選手を欠くと、やはり苦労する。

1位 【アジア】
笑うサムスン泣く国民、韓国経済に落と
し穴  2010.08.06

2位 【中国】
大失態演じた中国外交、米中対立どこま
で  2010.08.06

3位 【国防】
中国よ、崩壊前に北朝鮮を信託統治しな
さい  2010.08.09

4位 【The Economist】
国家と企業：干渉を強める「怪物」 
2010.08.09

5位 【Financial Times】
米国債には幸先のいい「日本型デフレ懸
念」  2010.08.09

6位 【中国】
中国人の愛国心は演出なのか？ 
2010.08.09

7位 【今週のJBpress】
法人税引き下げは日本を弱体化させる 
2010.08.07

8位 【Financial Times】
細る売買高に見る投資家の不信感 
2010.08.09

9位 【中国】
見栄を大切にする中国、実利を取る日本 
2010.08.04

10位 【中国】
中国人が読みたいのは日本の恋愛小説 
2010.08.06
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平田竹男（ひらた・たけお）氏
1960年、大阪府生まれ。1982年
横浜国立大学経営学部卒。同年通
商産業省（現経済産業省）入
省。2002年に経済産業省から退官
し、2006年まで、（財）日本サッ
カー協会専務理事。現在は早稲田
大学大学院スポーツ科学研究科教
授。日本スポーツ産業学会理事
長。東京大学工学博士。著書
『サッカーという名の戦争』（新
潮社）、『野球を学問する』（桑
田真澄との共著、新潮社）、
『トップスポーツビジネスの最前
線』（講談社）他。
»経歴詳細
（撮影・前田せいめい、以下同）

澤 せっかくドイツ組（永里優季、安藤梢）とアメリカ組（宮間
あや、山口麻美、澤）が戻ってきた中で、ベストメンバーで戦え
なかったというのは残念ですね。

平田 ベストメンバーでないのに勝てるからすごい。

澤 でも、準決勝のオーストラリア戦で負けちゃいましたよ。

平田 本当は勝てる試合だったよね。

澤 勝てましたよ。相手の決定的なシュートは1本だけですもん。

AFC女子アジアカップ2010 3位決定戦 中国戦先発メンバー

ポジション 選手名 所属クラブ

GK 海堀 あゆみ INAC神戸レオネッサ

DF 岩清水 梓 日テレ・ベレーザ

 熊谷 紗希 浦和レッズレディース

MF 近賀 ゆかり 日テレ・ベレーザ

 鮫島 彩 東京電力女子サッカー部マリーゼ

 宮間 あや Saint Louis Athletica（アメリカ）

 永里 優季 1.FFC Turbine Potsdam（ドイツ）

 澤 穂希 Washington Freedom（アメリカ）

 宇津木 瑠美 日テレ・ベレーザ

FW 安藤 梢 FCR 2001 Duisburg Bundesliga（ドイツ）

 山口 麻美 Atlanta Beat（アメリカ）

2008北京五輪 3位決定戦 ドイツ戦先発メンバー

ポジション 選手名 所属クラブ

GK 福元 美穂 岡山湯郷Belle

DF 近賀 ゆかり 日テレ・ベレーザ

 池田（磯崎） 浩美 TASAKIペルーレFC

 岩清水 梓 日テレ・ベレーザ

 矢野 喬子 浦和レッズ・レディース

MF 宮間 あや 岡山湯郷Belle

 澤 穂希 日テレ・ベレーザ

 原 歩 INACレオネッサ

 阪口 夢穂 TASAKIペルーレFC

FW 大野 忍 日テレ・ベレーザ

 永里 優季 日テレ・ベレーザ

アテネ五輪アジア予選(2003.4) 準決勝 北朝鮮戦先発メンバー

ポジション 選手名 所属クラブ

GK 山郷 のぞみ さいたまレイナスFC

DF 磯崎 浩美 TASAKIペルーレFC

 下小鶴 綾 スペランツァF.C.高槻

 川上 直子 TASAKIペルーレFC

 矢野 喬子 神奈川大学

MF 山本 絵美 TASAKIペルーレFC

 宮本 ともみ 伊賀

 酒井 與恵 日テレ・ベレーザ

 澤 穂希 日テレ・ベレーザ

FW 荒川 恵理子 日テレ・ベレーザ

サッカー日本代表は、南アフリカワー
ルドカップで何勝できるか？

»MORE

■ 転載ブログ

■ Keyword

当社は、2010年1月に日本情報処理開
発協会（JIPDEC）より、個人情報につ
いて適切な取り扱いがおこなわれてい
る企業に与えられる「プライバシー
マーク」を取得いたしました。

淡路島のある食材が、通信販売で
有名ブランドに成長。秘策は？

なぜ売れる？すき家のうなぎ～人
気の秘密

    

 IT産業  米国経済 

    

    

    

政策運営 金融制度・政策 景気動向 産業政策 国内政治

為替市場 債券市場 国内

経済 株式市場 追加緩和策 医療・福祉・健康 グローバル

経済 経済政策 欧州ストレステスト結果公表 景気指標 芸

術・芸能・文芸 軍事・防衛 中国社会 中国経済 外交政策
米国政治
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⇒ スマートグリッドは哲学が問われる… 奇跡の環境都市、北九州の半世紀 

⇒ FXを極める。上田ハーロー会員限定FXミュージアムは必見の情報

 大谷 未央 TASAKIペルーレFC
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