ダグル・シグルドソン 男子日本代表監督コメント
（2021 年 1 月・世界選手権メンバー発表に寄せて）
新年あけましておめでとうございます。2020 年は誰にとっても非常に困難な 1 年となりまし
た。もちろんその全容の中ではスポーツはほんの一部のことに過ぎませんが、オリンピック延期
とパンデミックにより、我々のプランも大きく変わりました。これまでのようなトレーニングマ
ッチや、ゲストプレーヤーとの練習もできません。そのため、国際的なハンドボールにおける選
手たちの立ち位置も分かりにくくなっています。そのような状況ではありますが、新年にあた
り、チーム一同、2021 年は世界選手権とオリンピック、また願わくばワクチンによるポジティブ
な新しい世界で素晴らしい 1 年になることを願っています。

今回のメンバー選考について：
私は、日本ハンドボールリーグ（JHL）の選手、大学の選手を含め全員が代表チームだと思って
います。その中から、最初に 35 人、次に 28 人、22 人、16 人と、最後に試合をスタートする 7 人
の選手、とノミネートをしていきます。このノミネートは、誰かを認めないというプロセスでは
なく、チームにとっての私が考えるベストな解決策は何かということを示すプロセスです。多く
の方が、活躍している選手（JHL で得点が多い選手など）を注目していますが、私は、特に海外の
フィジカルの強い選手に対して良いディフェンスができるような、良いコンビネーションを求め
ています。ゴールキーパー（GK）については、アンテック（アントニ・パレツキ GK コーチ）によ
る代表 GK への熱心な指導もあり、我々は（JHL の試合とは違う面も多い）国際試合の状況に通用
する GK を擁していると思っています。

今大会での戦い方：
選手とスタッフのハードワークのおかげで、これまで数年の間に、我々はプレースタイルを進
化させ、心身ともに強くもなりました。ディフェンスは、6-0 ディフェンスだけでなく 5-1 ディフ
ェンスもうまく機能するようになったことで、攻防交代に際してのチーム内でのバランスも良く
なりました。ファンの皆さんには、強いディフェンスが GK を最大限助けているところも見てほし
いと思います。攻撃については、より良くコントロールして、良いシュートポジションで終えた
いところですが、そのためのクールなコンビネーションがたくさんあります。速攻はまっすぐ、
爆発的に。攻撃はうまくコントロールして、賢く、相手に速攻のチャンスを与えないように。多
くの規律を守り、試合の中でのエラーは抑えながらも、勇敢に、無慈悲に戦います。

今大会への意気込み：
今大会は初めて出場チームが 32 チームとなります。前回よりは良い結果を残したい。予選グル
ープはクロアチア、カタール、アンゴラと非常に厳しい組み合わせですが、進歩したいと思いま
す。

今は世界選手権への準備だけに集中します。その後、また強化を続けていきますが、新型コロナ
ウイルス感染症の終わりを告げるオリンピックとなるよう願いましょう。

ファンへのメッセージ：
また日本で試合ができることを待ち望んでいます。いつも大きな応援をありがとうございま
す。チーム一同、今後もハードワークを続け、最大限のベストを尽くしてまいります。

（以下原文）
This has been extremely difficult year for everybody and of course sports are just a side project in this big
picture. Our plans changed a lot after the postponement of the Olympic Games and the pandemic We are not
able to get training matches and have guest players as we are used to. This means that it is difficult to tell how
players stand in international handball. We are all looking forward to a great 2021 with WC and Olympics and
hopefully positive new world with vaccine.
For me the feeling is that JHL is the national-team, all players and the University players as well. Then we have to
nominate, first 35, then 28, then 22, then 16 then some 7 players must start the game. It’s not a process against
any player, but it’s about what I feel is the best solution for the team. I know a lot of people look at players
doing well (scoring a lot of goals in JHL) but I must find a good combination of players that can specially play
good defence against physically strong international players. Antek has been working very hard with our GK and
I think we have GK that are good for international situation (this is sometimes different than JHL games)
Over the last years our playing style has been developing and we are now also mentally and physically stronger.
This is due to hard work of the players and our staff. We are now able to play good 6-0 defence but also strong
5-1 defence. This gives us better balance in the team regarding defence offense changes. We want to control
out attack in a better way and try to finish our attack in a good shooting position We have a lot of cool
combinations to do this. I hope our fans can see strong defence helping the GK as much as possible. Fastbreaks
should be very direct and explosive. Our attack should be controlled, clever and not giving the other team
chance of fastbreaks. We need a lot of discipline, we can not make many errors in game but still be brave and
ruthless.
For the first time there will be 32 teams. We want to do better than last time. Our group is very difficult with
Croatia, Qatar and Angola. We want to progress.
We are now only focusing on being ready for WC. After that we will continue. Let’s hope the Olympics will be
the end of Covid.
I hope we can play games in Japan soon again. Thank you all for your great support as always.
We will work hard and do our very best.
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