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データで読み解く大宮序盤戦

大宮5年目を迎えたトニーニョ
。Ｊ2で圧倒していた強さは、Ｊ
1 で も 変 わ ら ず 敵 を 圧 倒 。
大宮のディフェンスは、トニに
任せておけば安心さ！たま～
に見せるバックヘッド・ゴール
は美技！バモス・トニーニョ！

第3節 vs.C大阪 4/2(土)16:00～@大宮
第6節 vs.東京V 4/17(日)15:00～@大宮
第8節 vs.大分  4/28(木)19:00～@大宮
第10節 vs.柏   5/4(水)16:00～@埼スタ
第12節 vs.広島 5/14(土)15:00～@熊谷
第14節 vs.磐田 7/6(水)19:00～@熊谷
第16節 vs.川崎 7/13(水)19:00～@駒場

現在3位と好調のサンフレッチェ広島。
リーグ最少の2敗、リーグ最少の8失点と勝点は大宮
と同じながら安定した戦いぶりを見せています。
J2時代から指揮を採る小野監督の元、非常にバラン
スの良いサッカーという印象です。

注目選手
DF 17 服部公太選手
　左サイドバック。毎年のように全試合に出場するタフな

　選手。

MF 8 森崎和幸選手
　ご存知、森崎兄弟の兄さんの方。中盤の底でゲームをコ

　ントロールする方です。

FW 19 盛田剛平選手
　昨年7月まで大宮に在籍していた盛田。出場するかは微

　妙ですが…。

熊と出会ってしまったら（広島戦を楽しむ方法）
・音を出しましょう
　（負けない大きな声で応援しましょう）
・小熊に手を出さないようにしましょう
　（ユース出身の選手に気をつけましょう）
・万が一襲われても死んだふりはやめて、鉈(なた)で
　立ち向かいましょう
　（試合終了まで諦めないようにしましょう）
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「ゲーフラ」ってご存じですか？正確には、ゲートフラッグ。選手が入場する
ときや得点した時などに両手で持って掲げる旗のことです。布を用意して、
ポスターカラーやテープで描くだけ！アイデアで勝負？それともネタで勝負？
選手を応援するのに簡単手軽なゲーフラ、あなたもつくってみませんか？

“毛利元就軍団!?”広島ってどんなチーム？
斬捨御免！! 本日の対戦相手をザクッと解剖

応援しよう♪そうしよう♪

ちょっとだけまじめに
サンフレッチェ広島ＤＡＴＡ

4 DF トニーニョ
アメリカ人と日本人のハーフ。
ポジションもハーフのマーカス。
昨年途中マーカスは、サテラ
イトの黒髪長髪選手からトップ
の 短 髪 茶 髪 選 手 に 変 身 し
た！今季Ｊ１でもう一皮成長す
るはず！！ますます注目だ！

6 MF ディビッドソン純マーカス

「Ｊ2は結果が全て」という信念
を突き通し、見事大宮を、悲
願のＪ1に昇格させた三浦監
督。Ｊ1でも、独自の理論とオ
ーバーアクションで存在感抜
群！スーツが似合う三浦監
督が、Ｊ1に旋風を巻き起こす

監督 三浦俊也
Ｊ2歴代1位の防御率を誇っ
た荒谷。192センチの長身で、
ハイボールはお手の物。1対1
は神懸り。Ｊ1にもっと慣れれ
ば、さらに神懸ったセーブを連
発してくれるはず。荒谷のスー
パーセーブがチームを救う！！

20 GK 荒谷弘樹

今年は左サイドバックだ
けでなく右サイドバックや
センターバックもこなす
ディフェンダー。もちろん
セットプレーでは得点も
狙 う 。 進 め 大 介 ！ ！

5 DF 冨田大介
昨年、大宮のプリンスと
して大ブレイクした金澤
も、Ｊ２とＪ１の違いにや
や苦戦。でも、一時の休
養を経て、調子は上向
き。慎の真価はこれから

7 MF 金澤 慎
昨年は不動のスタメンだ
ったものの、出場機会が
激減。しかし東京V戦で
復帰すると、精度の高
いクロスを上げ終盤の追
い上げに貢献した。

8 DF 安藤正裕

開幕当初はチームにフ
ィットしていなかったのか
パッとしなかったクリスだ
が、宣言した30得点に
向けて現在５得点、ラン
ク５位とばく進中！！

9 FW クリスティアン
開幕からどうにも調子
の上がらなかった10
番だが、ここにきてPK
とヘッドで３点をとって
いる。トゥットの真価は
ここから発揮される！

10 FW トゥット
アットいう間にチームに
溶け込み、今や大宮の
エンジンとも言える活躍
でチームを牽引。やべっ
ちＦＣでは今年すでに２
回も取り上げられている。

11 MF 藤本主税

ミスター・ロスタイムは今
年も健在！先日のFC東
京戦では、終了数十秒
前に奇跡の同点ゴール。
ピンチの時程頼もしい、
森田の活躍に期待だ。

14 FW 森田浩史
ケガでちょっとお休み中。
基本的にどこでもできる
サッカーセンスを持つ社
員選手。特に4-1-4-1
でのアンカー役は彼の
独壇場。早期復活を！

15 MF 斉藤雅人
去年担当した左から右
に移ったが、久永の輝き
は増すばかり。藤本との
コ ン ビ ネ ー シ ョ ン か ら
　積極的に攻撃参加し、
チャンスを演出する！

16 MF 久永辰徳

今年もスーパーサブとし
て後半途中からの出場
が続く島田。左サイドをリ
スのごとく駆け上がり、
深い位置から正確なク
ロスでアシスト王を狙え。

17 MF 島田裕介
今年も不動の右サイドバ
ック・・・かと思ったら、大
分戦からはボランチもこ
なし、ついには見事なド
リブルからＪ１初ゴール
を記録！進化する西村。

18 DF 西村卓朗
開幕、G大阪戦
の先制ゴール、マ
リノス戦での決勝
ゴールと決めた2
ゴールはいずれも
印象に強く残るも
のとなった。

30FW桜井直人
今年、一日駅長も
こなした大宮のキ
ャプテン。彼のライ
ンコントロールは大
宮の生命線といっ
ても過言ではない。

2DF奥野誠一郎

愛してるぜ！We are ORANGE！
（曲：RCサクセション 雨上がりの夜空に）

愛してるぜ　We are ORANGE！
気持ち込めて歌う～～のさ
俺らの誇りオオミ～～ヤ！
さぁ～行こう～～ぜ～～♪

攻めあがれオレンジ！
（曲：東京スカパラダイスオーケストラ A Quick Drunkard）

行け！行け！オ～～ミヤ～～～～！♪
俺らのオオミヤ～～～～！♪
攻め～あ～がれオレンジ～～♪
ララ～ラ～～ララ～～ラ～～～～♪

無敵大宮！（曲：大脱走）

オオミヤ！弾～～けよう～～～！
攻め～ろオ～レンジ軍団！！♪ 
♪ゴ～ルを！見せ～～てくれ～～～！
ムテ～～キ オオ～ミヤ♪（ワッショイ！）

得点したときの歌！
（曲：ブルーハ－ツ リンダリンダ）

♪アルディージャ～～～～～！
オレンジ～～軍団！！　YEAH！！ 
アルディージャ～～～～～！
オレンジ～～軍団！！
オ～～～オ～～～～～！♪

りすしんぶん

選手が苦しいときは選手を勇気づけ、歓喜の瞬間は喜びを分かち合う、サポーターズ
ソング。大宮旋風の吹き荒れる中、きっとあなたも歌わずにはいられなくなるはず！！
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編集・発行：「大宮アルディージャサポーターによるミニコミ誌発行有志の会」

Jan_Ardy：　http://d.hatena.ne.jp/jan_ardy/（Jan_ardyのオレンジ日記）
火の玉小僧：　http://www004.upp.so-net.ne.jp/hinotamakozo/(火の玉小僧の激辛アルディージャ)

Enry：　http://www.ax.jpn.org/~ardija/（[大宮アルディージャ]Data Junk）
トライ：　http://amazake.s53.xrea.com/  （アマザケオオミヤ）

よっしー：　http://spaces.msn.com/members/shizunami/(よっしーの日記)
協力：大宮アルディージャサポーター有志のみなさん　問い合わせ： jan_ardy@hotmail.com

今シーズン成績　　　(第11節終了時点)

　順 位 ：３位
　勝ち点：１７
　（４勝５分２敗）

　得失点：＋９
　　 得点：１７
　　 失点：　８

ARDIJA  INFOMATION

ＧＷ連戦を、３勝１分け１敗・勝ち点１０の好成績で乗り切る！！

今からでもまだまだお得!
シーズンシートを買って
思う存分大宮を楽しもう!!

※詳しくはオフィシャルHPでご確認下さい
　http://www.ardija.co.jp/ticket/
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一般販売通常前売 ファンクラブ会員20試合分/大人料金

第1節 vs.新潟 3/19(土)15:00～@埼スタ
第5節 vs.浦和 6/4(土)15:00～@埼スタ
第6節 vs.神戸 6/11(土)13:00～@大宮

Ｊ
１
リ
ー
グ
戦

ナ
ビ
ス
コ

カ
ッ
プ

Ｊ１初年度、大宮アルディージャのこれまでを徹底分析

　ここまでJ1リーグで5勝2分4敗、得点18失点16で4位、ナビス

コカップで1勝1敗 得点3失点2でAグループ2位と昇格1年目の

チームとしては好位置につけている。

　個々の数字を見ると、J1リーグの成績、得点18は4位と意外

(?)に点がとれている。ここまで、クリスティアン5点、トゥット・森田3

点、桜井・トニーニョ2点、横山・西村・藤本が1点ずつとなってい

る。FWに得点力を求める三浦監督に応える形でFW勢が計14と

大半の点を奪っている。クリスティアンの5得点は5位タイとなる。

しかし、良くない部分もあり、シュート数94本はJ1リーグ最低(J1

平均138本)であり、なかなかシュートに持ち込めない現状を示し

ている。これは、カウンターからの決定機など、得点の可能性の

高い場面では点が取れているものの、中盤からの組み立てから

行う遅攻では、途中でボールを失うことが多く、シュートにもちこむ

ことができていない、ともいえる。

　逆に、失点16は10位と守備のチームとしてはやや多めの数字

が出ている。かといって試合を見る限り、やはりまず守備からとい

う戦いをしており、その上での失点の多さは気になるところである。

特に与えたPK4個はJ1最多となっている。不可解なPKが多かっ

たものの、それでもやはり多いと言える。また、去年J2では計789

個、1試合平均18で最小だったファール数も、今年は1試合平

均21.2個と増えており、J1全体でも5番目に多い。また、同じくJ2

時代1試合平均1.72個だった警告数も1.82個と微増している。

これらをみてみると、プレーが荒くなったというよりは、J1のスピー

ドにまだまだついていけない部分があり、ファールで止めるしかな

い場面が多くなっているのでは、と思われる。

　一方、時間帯での得失点をみてると、終了間際の得点が多く、

75-90分には10得点と半分以上の点数をラスト15分に取ってい

る。これはJ1全体でも最多となる。

　このように、後半になると強い大宮という数字が出ているが、そ

れを裏付けるデータがある。去年の9月から今日まで、相手を前

半無失点に抑えた試合は公式戦20連勝中と圧倒的な戦績を

誇っている。逆に前半に失点してしまった場合には、今シーズン、

J1、ナビスコを合わせて1勝5敗2分と完全に負け越している。と

ころが失点は、昨年は38失点中前半の失点は7点だけしかなか

ったのに対し、今年は16失点のうち9失点と前半での失点の方

が多くなっている。

　以上のように、大宮にとっては前半を無失点に抑えることが重

要であり、今日の試合も、まずは特に前半はねばり強く守り相手

を得点を与えず、後半相手に焦りがでてきたところを一気に突い

て点数を奪う、という展開がより勝利に近い戦いかたになると思

われる。

たしか、

こんなマスコット!?

ﾁｰﾑ内得点ﾗﾝｸ

１位：ガウボン  ４点

  　　 茂 木     ４点

３位：森崎(和) ３点

４位：佐藤 他　２点

アルディージャ後援会からのお知らせ

◆後援会サイト記事募集！
　後援会サイト記事「サポーターオブザマッチ」・「ファミリ
　ーオブザマッチ」にコメント＆写真掲載お願いできる方
　募集。ご協力いただける方は試合時ホームゲーム後　
　援会ブースまでお願いします♪

◆後援会 運営スタッフ募集中♪

◆名古屋戦ツアー予定！
　名古屋戦（7月2日土曜日19時KO）ツアー実施予定。
　詳細は後日、後援会ホームページにて発表します。

進めゲーフラ道！
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11FUJIMOTO CHIKARA

第１節：○２－０Ｇ大阪

第２節：△１－１神戸

第３節：○１－０Ｃ大阪

第４節：●２－３新潟

第５節：●０－２鹿島

第６節：●２－３東京Ｖ

第７節：○２－１横浜Ｍ

第８節：○３－１大分

第９節：●１－２清水

第10節：○１－０柏

第11節：△３－３Ｆ東京

リーグ戦の戦績


