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■IFAF フラッグフットボール世界選手権大会 2018 大会（報告）
2018 年 8 月 9 日からパナマで開催された、IFAF フラッグフットボール世界選手権 2018（FFWC2018)は、男子
は 10 カ国中 8 位、女子は 11 カ国中 7 位の成績で大会を終了した。
男女とも予選リーグをブロック 4 位で通過した日本代表は優勝の可能性を残し決勝トーナメントにコマを進めた。
男子はメキシコと大接戦の試合展開、一歩及ばず 20-21 と惜敗、女子は強豪アメリカに 6-46 とそれぞれ一回戦で敗
れ準決勝進出は果たせなかった。7 位決定戦に回った女子日本代表、接戦となったデンマーク戦を 32-27 で制し 7 位
となった。
一方、5 位の可能性を残す男子はカナダと対戦したが 14-31 で敗戦。続く 7 位決定戦では地元パナマに 33-60 で
敗れ 8 位の成績で大会を終えた。
男子決勝はオーストリアとアメリカが対戦し、アメリカが 19-13 で勝利し優勝、オーストリアが準優勝となった。女子決
勝は地元パナマとアメリカの対戦、こちらもアメリカが 27-12 で勝利し優勝、パナマが準優勝となった。以上の結果、男女
ともアメリカが優勝という結果で、FFWC2018 は閉幕した。

■FFWC2018 男子日本代表 予選 B グループ
初戦のオーストリア戦を 19 対 32 で落とすと、続くパナマにも 20 対 40 で敗戦し、初日は２敗という苦しいスタートと
なった。2 連敗で迎えた 2 日目の第 1 試合は世界王者のアメリカ。アメリカ先行でスタート、特殊な体系からの攻撃を止
められず、TD を献上する。一方日本オフェンスはロングパスを試みるもインターセプトを喫しターンオーバー。続くアメリカの
攻撃を防ぐことができず 0-13。前日の 2 試合に引き続きスタートで 2 ポゼッション差をつけられることとなった。次の日本
オフェンスも封じられ、一方アメリカはロングパスを決め 0-20 と差を広げる。意地を見せたい日本は#23 の青木のロング
ゲインからゴール前に攻め込み、トリックプレーにより TD を一本返し 7-20。しかしアメリカもすぐに取り返し 7-27。日本の
前半ラストオフェンスはゴール前まで詰めるも時間切れもありスコアならず、前半はリードを許しての折り返しとなった。
後半は日本オフェンスからのスタートとなったがファーストダウン獲得ならず。一方アメリカの攻撃は CB#32 三井の好カ
ットも見られたが、TD 獲得により 7-33 と突き放した。次の日本オフェンスは再びゴール前まで攻めたてるも得点にはなら
ず。一方アメリカはロングパスで TD。最後までアメリカ相手にあきらめず戦う意志を見せる日本は QB#11 西岡から
WR#1 のキャプテン中垣へのパスで TD を得るも反撃もここまで。最後はアメリカに突き放され 12-45 で敗戦、開幕 3
連敗となった。
3 連敗と後がない日本男子は同じアジアから出場、近年積極的に国際大会に参加し力をつけてきているインドとの試
合となった。
最初のシリーズでゴール前 QB#11 西岡から WR#23 青木へのショートパスが決まり先制。次のインドのオフェンスで
は S#7 磯野のインターセプトがインターセプト。直後のシリーズで再び WR#23 青木が TD キャッチ。更に S#7 の磯野
の 2 つめのインターセプトにより完全に日本ペースとなった。インターセプト後のシリーズも WR#13 の皆川の TD で完結
し差を広げる。前半最後のシリーズも WR#13 皆川 TD で差を広げ、28-0 とリードして折り返した。
後半は大量リードを保って余裕を持ったゲーム展開。オフェンスは WR#2 六川、WR#23 青木と立て続けにロングパ
スによる TD で差を広げれば、ディフェンスも安定した守りでインドオフェンスを完封、R#40 粟谷の QB サックによるセーフ
ティも飛び出した。その後着実に点数を積み重ねた日本、終わってみれば 57-0 と大勝。遅まきながら 1 勝目を手に入
れた。
連戦続きの二日目最後の試合は別グループのイスラエルとの試合。試合開始後イスラエルのリズムの良い攻撃に苦し
められ、２シリーズ連続で TD を許し 0-13 とこれまでの試合同様苦しいスタートとなった。その後 QB#11 西岡のオフェ
ンスにより TD を取り返すもイスラエルにすぐに取り返され 7-19 と点差を縮めることができず。直後のシリーズでは WR#2
六川もランで TD と思いきや反則で取り消し、次のプレイでインターセプトを喫し、攻撃を奪われる。そのシリーズでも TD
を許し 7-26。次シリーズで巻き返しを図るも逆にインターセプトリターン TD を献上し差を大きく広げられた。前半最後の
シリーズで#7 磯野のドライブで着実に前進、最後は WR#1 中垣の TD で差を縮めるも前半は 14-33 とリードを許し
ての折り返しとなった。
後半の最初のドライブで QB#7 磯野の足と小刻みなパスによる着実なゲインにより攻めたて TD を獲得。その後両チ
ームともに 1TD 取り合い 28-39 と 2TD で逆転という状況。なんとかディフェンスで止めたい日本はイスラエルにゴール前
まで攻められるも#8 種井の QB サックにより失点を阻止。次シリーズで QB#7 磯野から WR#2 六川へ鮮やかなロング
パスが決まり 35-39 と 4 点差まで詰め寄った。しかし最後はイスラエルに着実に時間を消化され万事休す。大会 2 勝
目とはならなかった。

■男子決勝トーナメント 2018.8.12

【JPN 20-21 メキシコ】
リーグ戦を 1 勝 4 敗で終えた日本。決勝トーナメント初戦は B グループを全勝で 1 位通過したメキシコとの対戦とな
った。前日試合のなかった日本は国内では見られないプレースタイルのメキシコに対して万全の準備をしてこの戦いに臨ん
だ。
先行は日本。QB#7 磯野のランを中心にゲイン。ゴール前では相手の反則もあり、最後は QB#11 西岡からレシー
バーセットの#7 磯野へのパスが決まり先制した。対するメキシコの最初のオフェンスはスタンダードなプレーを中心に展開、
TD、TFP を決められ逆転されたが、直後の日本オフェンスでは再び磯野のランプレーで TD、再びリード。その後のメキシ
コオフェンスはディフェンス陣のコンビネーションがうまく機能し TD を許さなかった。前半ラストドライブは QB#7 磯野の組み
立てにより攻め込み、最後は QB#11 西岡から WR#1 中垣へのパスにより追加点。20-7 で前半を終えた。試合開
始当初はメキシコへの応援の声が大きかったが、日本の快進撃に次第に日本を応援する声がスタジアムで高まってきた。
後半メキシコ最初のオフェンスはメキシコの変則プレーが機能し TD を決められ 20-14 を差を縮められた。続く日本オ
フェンスはタイプの違う#7 磯野、#11 西岡両 QB を織り交ぜ攻めるも最後はエンドゾーンでインターセプトを献上した。そ
の後両チーム攻め手を欠き、1 シリーズそれぞれ無得点。残り時間も少なくなり迎えたメキシコオフェンス、変則プレーでロ
ングパスを決められ、ゴール前まで攻められピンチを迎える。ここで LB#18 千種、そして CB#32 三井が好カット。メキシ
コに点数を許さず勝利をぐっと引き寄せた。すでに残り時間 2 分を切り、1st ダウンを獲得すれば勝利が確定する日本。

WR#36 吉松へのフック、WR#23 青木へのショートパスで残り 1 ヤードまで迫った。3rd ダウン、ランプレーを試みるもメ
キシコの素早い反応にノーゲイン。4th ダウン。ランパスオプションでフラッシュ獲得を図ったがあと一歩及ばず、攻撃権をメ
キシコに譲ることになった。そしてメキシコオフェンス、ロングパスで TD を決められてしまい 20-21。日本最後の攻撃もイン
ターセプト。世界の強豪国メキシコを最後まで苦しめ、ベスト 4 まであと 1 ヤードまで迫ったが、あと一歩及ばなかった。
■男子順位決定戦 2018.8.12
【JPN 14-31 カナダ】
決勝トーナメント敗戦により順位決定トーナメントに回った日本は 5 位を目指してカナダとの対戦となった。カナダ先行
でスタートしたがディフェンスが機能し無失点。しかし直後の日本オフェンスはファーストプレーでインターセプトを喫した。ゴ
ール前からとなったカナダオフェンスにが確実に TD を獲得。その後もカナダに追加点を許した日本。QB#7 磯野のドライ
ブで TD を返すも、続くカナダオフェンスを止められず突き放される。その後も日本はエンドゾーンでインターセプトされる不
運等もあって攻めあぐね、前半は 7-18 とリードを許して折り返しとなった。
後半最初の日本オフェンス、最後は#11QB 西岡から#1WR 中垣へのパスで得点し一時差を縮めたが、その後はカ
ナダにロングパスをたて続けに TD を決められた一方、日本はゴール前でインターセプトされる等攻めきれず、14-31 で敗
戦。7 位、8 位決定戦に回ることになった。
■男子 7 位決定戦 2018.8.12
【JPN 33 - 60 パナマ】
7、8 位決定戦は予選では敗戦した開催国パナマと再戦。先制したのは日本。QB#7 磯野がランで TD を決める。こ
こで勢いに乗りたいところであったが雨で 30 分中断。再開後パナマが TD、同点となった。次シリーズ、奥へのパスを試み
るもインターセプト。逆にパナマにロングパスを決められ 6-13 をリードを許した。差を広げられたくない日本は QB#7 磯野
から C#39 鈴木への TD パスで同点。次のパナマオフェンスでロングパスによる TD と 2 ポイント TFP を決められ 13-21
となったが、日本も QB#7 磯野から WR#1 中垣へのロングパスによる TD で 20-21。その後も両チーム TD を決め、
27-29 で前半を終了した。
後半最初のパナマオフェンスでスコアを許し 27-35 と差を広げられたが、QB#7 磯野のランにより 33-35 とした。しか
しその後日本オフェンスは攻めきれず、逆にパナマの怒涛のオフェンスに遭い、33-60 で敗戦。初めての選抜チームで臨ん
だ本大会は 8 位という結果となった。

■FFWC2018 女子日本代表 予選 B グループ
●予選 B：第 1 戦 JPN 41 vs 7 チェコ
今大会の初戦に臨んだ日本は、東欧の競合チェコと対戦。チェコはワールドカップ初出場だが、ヨーロッパの競合を破っ
ての出場となる。ファーストシリーズは日本のオフェンスから始まった。#9 大森がファーストプレイを難なく決め、その後は
#24 杉本にターゲットを絞りながら、テンポよく攻める日本オフェンスチームの強さを QB 佐藤が上手に引き出した。最
初のシリーズでタッチダウンしペースをつかむと、相手ディフェンスの反則や味方ディフェンスのインターセプトにも助けられ、2
シリーズを終えて 14 点を先制する展開に。チェコは追い上げを試みるも、日本の好守備に阻まれ 4th ダウンを決めき
れず、そのまま前半を 14 対 0 で折り返した。
後半はチェコの攻撃から始まったが、自陣残り 15 ヤードの地点で#4 津金がインターセプトリターン。ターゲットを絞ら
せない QB 佐藤の巧みな組み立てによってこのシリーズをタッチダウンに導き、点差を 21 対 0 に広げる。その後、再び
杉本に配球を集め、パスを確実に決めて点差を 27 対 0 に広げる。オフェンスの躍進にディフェンスも奮起し、#26
阿部と再び#4 津金の連続インターセプトで 41 点まで得点を伸ばした。初戦を落とし、2 戦目で白星をあげたいチェ
コも最終シリーズで必死の反撃。ロングパスを立て続けに決め 6 点を返されるが、反撃もここまで。日本女子代表は初
戦を白星で飾った。
●予選 B:第 2 戦 JPN 6 vs 46 ブラジル
チェコスロバキア戦から 1 時間あまり、日本は南米の競合ブラジルと対戦。日本は前半、ブラジルのスピードと高さに
圧倒され、試合開始直後から立て続けにタッチダウンを決められる。反撃の機会をうかがうも、ブラジルのディフェンス陣に
インターセプトを許し、前半 4 シリーズまでに点差を 19 点に広げてしまった。攻撃のリズムを変えるべく、日本は最年
少#65 辰野を起用するが、ブラジルの好守に阻まれ思うように前進できず、反則も重なり我慢の時間が続く。嫌な空
気を変える突破口になったのが、前半終了間際の#23 熊谷へのゴール前 7 ヤードパス。これが初得点につながり、前
半を 6 対 26 で折り返した。
後半は日本の攻撃からスタート。厳しいマンツーマンディフェンスをかわした#9 大森にパスが立て続けに決まり、陣地を
確実に進めたものの、あと一歩のところでパスを決めきれず得点につながらなかった。オフェンスの流れを変えようとするも、
高温多湿の気候が連戦の日本選手の体力も奪い始めたか、その後ブラジル守備チームにインターセプト 3 本を許し、
点差を縮めるきっかけを得られないうちに試合終了を迎えた。
🔴予選 B:第 3 戦 JPN 6 vs 38 パナマ
世界選手権は大会 3 日目を迎え、日本代表女子は前回優勝国のパナマと対戦。1 シリーズ目は高さを生かしたパ
ナマが連続攻撃を成功させて 6-0 とリードする。対する日本は次のシリーズで#65 辰野のパスを生かして反撃するが、
続くプレイでセンター#3 藤島が負傷して無念の退場、得点の機会も逃してしまった。高さを生かしたパナマはその次のシ
リーズもタッチダウンを決め、13-0 とリードを広げる。その後日本は#29 伊藤、#65 辰野、#24 杉本を中心とした配給
でオフェンスを立て直すものの、惜しくもゴールラインを割れず、前半を 25-0 で終える。
後半は日本の攻撃で反撃開始。ディフェンスの隙間を突破する#24 杉本のパスで一気にゴール前まで前進。パナマ
ディフェンスに再三カットされながらもタッチダウンにつなげて 25-6 とした。その後#24 杉本、#29 伊藤の連続攻撃で敵
陣に攻め込むも、パナマディフェンスにインタータッチされて得点につなげられず。パナマオフェンスは高さを生かした攻撃を終
始貫き、#18 牛ノ濱のラッシュでパナマ QB を追い込むも、38-6 でゲームを終了した。

🔴予選 B:第 4 戦 JPN 45 vs 6 グアテマラ
パナマ戦から 1 時間半、連日の暑さが嘘のように、涼しい風がグラウンドを吹き抜ける夕刻にグアテマラ戦が始まった。
この試合に勝つと日本の決勝リーグ進出がぐっと近くなるとあって、選手は気合十分。グアテマラの先攻をきっちり抑えた日
本は、1st シリーズを#65 辰野、#24 杉本、#29 伊藤の連携でつなぎ幸先よく 6-0 で先制。その後もグアテマラオフェ
ンスにハーフラインを越させない好守でオフェンスチームに多くの攻撃時間を回すことができた。1 タッチダウンを許すも、グア
テマラを寄せ付けず前半を 19-6 で折り返す。
後半も日本の勢いは衰えず、#6 中田の投入を生かした攻撃パターンを展開。厳しいマンツーマンディフェンスをかわし
た#65 辰野の果敢なレシーブも決まり、4 つのタッチダウンを記録。試合後半はグアテマラのファウルが続出したが、日本
はペースを崩されることなく、45-6 で勝利を手にする。試合終了後、#24 杉本が MVP に選出された。
🔴予選 B:第 5 戦 JPN 13 vs 42 カナダ
3 試合目のカナダ戦はナイターに。先制したのはカナダ。ロングパスを次々に決め、トライフォーポイント(TFP)で 2 点を
狙って成功、1st シリーズで早くも 8-0 とリードされる。一方の日本は#65 辰野、#24 杉本を中心に陣地を進めたとこ
ろに、#16 のベテラン杉田がタッチダウンパスと TFP を決めて得点を 8-7 とした。その後の前半は一進一退の攻防。敵
陣 14 ヤードまで攻め込んだ日本オフェンスボールをカナダディフェンスがインターセプト。その後のカナダ攻撃をすぐさま日本
がインターセプトで返す。カナダディフェンスの反則も続き、最後に#24 杉本がタッチダウンを決める。その次のカナダオフェン
スシリーズではディフェンスの動きが冴える。カナダオフェンスボールを次々とカット、再び日本の攻撃につなげ前半を 22 対
13 で折り返す。
後半の日本攻撃はラン中心の組み立てになったが、少しミスが出始めるようになった。1st ダウンのパス成功率が落ち、
4th ダウンや QB サックで長距離を残してカナダに攻撃権を戻すシリーズが続いた。一方のカナダは QB が選手交代して
もなお正確なパスをレシーバーに投げ込む 2nd QB のもと、タッチダウンを 3 つ獲得する。最終シリーズの攻撃は#24 杉
本を中心とした展開だったが、得点を伸ばすことができず、42 対 13 で試合終了となった。

■女子決勝トーナメント 2018.8.12
【日本 6 vs 46 アメリカ】
前日の予選リーグの結果をうけて日本代表女子は A グループ 4 位になり、決勝トーナメントに進んだ。トーナメント 1
戦目は B グループを 1 位通過した強豪アメリカ。
日本の攻撃からゲーム開始。コンビネーションプレイで#9 大森がディフェンスの穴をついて一気にフレッシュ更新、敵陣
1st down 15 ヤードまで陣地を進めた。QB サックで一度陣地を後退したが、アメリカの反則でゴール前 2 ヤードまで前
進、#65 辰野がタッチダウンを決めた。続くシリーズではアメリカはロングパス 2 本を決めて一気にタッチダウンを決めた。2
ポイント TFP も決め手 6 対 8 とリードされる。その後日本は#29 伊藤を中心にゴールに迫るが、アメリカがタッチダウンを
一本決め、前半を 6 対 15 で折り返す。
後半はアメリカオフェンスから。最初のシリーズで一気にゴールを狙われ 6 対 22 に。その後日本もセットプレイで攻撃に
変化をつけるがフレッシュ更新ならず、ランで攻めるアメリカに連続 4 タッチダウンを許してしまう。最終結果は 6 対 46。

■女子 7 位決定戦 2018.8.12
【日本 32 vs 27 デンマーク】
アメリカ戦に負け、7,8 位決定戦に臨んだ日本女子。先攻した日本は、#29 伊藤と#9 大森でオフェンスを組み立て
て敵陣に攻め入るが、惜しくもタッチダウンならず。続くデンマークの攻撃はほぼミスなく敵陣まで攻め込み、タッチダウンと
TFP を決めて 0-7 と先行される。その後のオフェンスは#29 伊藤、#9 大森を中心に細かく刻み、タッチダウン成功。TFP
も決めて同点に追いついた。その後互いに一進一退を続け、前半は 13 対 14 とデンマークのリードで折り返した。
後半最初のデンマーク攻撃を#65 辰野がインターセプト。その勢いを受けて#24 杉本がゲイン。再び#65 辰野がタッ
チダウンに絡み 20 対 14 と逆転。その裏のデンマーク攻撃でロングパスを決められ、タッチダウン、TFP も決められ再び逆
転される。その後もシーソーゲームは続き、残り 1 分 50 秒で始まった最終シリーズ、4thdown 20 ヤードの距離を#24
杉本が#65 にダイレクトパスしてフレッシュ更新。その後も杉本、辰野のコンビでゴール前に迫ると、4thdown 8 ヤードを
決め再びデンマークを逆転、ポイントは 32 対 27 に。こ時点で残り時間があったためデンマークのオフェンスに再び攻撃権
が回るが、#24 杉本のインターセプトでゲームセット。最終スコアは 32 対 27、日本女子の最終成績は 11 か国中、7
位となった。

「IFAF フラッグフットボール世界選手権大会 2018」
大会概要
■ IFAF フラッグフットボール世界選手権 2018
1 大会名称

IFAF Flag Football World Championship 2018

2 主 催

国際アメリカンフットボール連盟（IFAF）
IFAF（International Federation of American Football :国際アメリカンフットボール連盟）

3 日 程

【大会日程】2018 年 8 月 9 日（木）～12 日（日） ※現地時間
【遠征日程】2018 年 8 月 7 日（火）～15 日（水）

4 開催地
5 カテゴリー

パナマ共和国パナマ市
シニア男子：（18 歳以上）

6 ルール
7 大会形式

シニア女子：（16 歳以上）

IFAF フラッグフットボールルール（5 人制）
各組総当たりのリーグ戦を経て順位決定戦

8 出場国
◇シニア男子（10 ヵ国）
A 組：アメリカ、オーストリア、パナマ、日本、インド
B 組：デンマーク、メキシコ、カナダ、イスラエル、グアテマラ、
◇シニア女子（11 ヵ国）
A 組：パナマ、カナダ、ブラジル、日本、グアテマラ、チェコ
B 組：オーストリア、メキシコ、アメリカ、イスラエル、デンマーク
※お問合せ先
公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会
電話：03-3450-9360

E-mail:jafahq@americanfootball.jp

■関連ウエブサイト
◇大会公式サイト
◇大会動画配信サイト
◇大会インスタグラム
◇大会 Twitter

http://ffwc2018.org/
https://www.youtube.com/channel/UCjA5xcPpGQ2sKWU3_0wVgZQ
https://www.instagram.com/p/Bl2_tuAgEwq/?
https://mobile.twitter.com/IFAFMediaEvents

◇日本代表公式サイト

http://japan.americanfootball.jp/

◇国際アメリカンフットボール連盟公式サイト http://ifaf.org/
◇日本協会公式サイト
◇日本協会公式フェイスブック

http://americanfootball.jp/
https://www.facebook.com/JAFA1934/

