
GK FP FP FP FP スタート 攻撃の種類 ゾーン レーン プレー アタックフィニッシュ 終了者 NEXTターン プレイ時間
1 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ クリアランス 定位置攻撃 ゾーン2 左レーン パス 守備者阻⽌ 岩崎 被TROF
2 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ クリアランス 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン パス 守備者阻⽌ ⼗時 セットプレー
3 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン キックイン ゾーン4 左レーン シュート 守備者阻⽌ 村⽥ セットプレー
4 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン キックイン ゾーン4 左レーン シュート 守備者阻⽌ 村⽥ セットプレー
5 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ CK CK ゾーン4 中央レーン シュート GK阻⽌ ⾼⽊ 定位置攻撃
6 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ 定位置守備 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン シュート 守備者阻⽌ ⼗時 セットプレー
7 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン パス GK阻⽌ 村⽥ 被クリアランス(GK)
8 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 中央レーン パス 技術エラー 村⽥ 被TROF
9 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ ルーズボール TROF ゾーン3 左レーン 運ぶドリブル 技術エラー ⼗時 被セットプレー
10 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ 定位置守備 定位置攻撃 ゾーン3 右レーン パス 守備者阻⽌ ⾼⽊ 被TROF
11 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ クリアランス 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン 突破ドリブル 守備者阻⽌ 村⽥ セットプレー
12 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 左レーン 突破ドリブル 守備者阻⽌ ⼗時 セットプレー
13 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ FK FK ゾーン3 左レーン シュート GK阻⽌ ⾼⽊ 被クリアランス(GK)
14 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ ルーズボール TROF ゾーン4 中央レーン パス GK阻⽌ 村⽥ 被クリアランス(GK)
15 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 左レーン パス 認知エラー ⾼⽊ 被セットプレー
16 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ ルーズボール TROF ゾーン3 左レーン ボール保持 守備者阻⽌ 園⽥ セットプレー
17 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン キックイン ゾーン3 左レーン シュート 守備者阻⽌ ⾼⽊ 被TROF
18 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ ルーズボール TROF ゾーン4 中央レーン パス 守備者阻⽌ 村⽥ セットプレー
19 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ キックイン キックイン ゾーン4 右レーン シュート GK阻⽌ ⼗時 TROF
20 岩崎 ⾼⽊ 村⽥ ⼗時 園⽥ セカンドボール 個⼈ ゾーン4 左レーン シュート 守備者阻⽌ ⾼⽊ 被セットプレー
21 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 キックオフ 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン パス 認知エラー 岩崎 被クリアランス(GK)
22 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 定位置守備 定位置攻撃 ゾーン3 右レーン 突破ドリブル 技術エラー 後藤 被TROF
23 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤トランジション守備定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン パス GK阻⽌ 岩崎 被TROF
24 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 定位置守備 TROF ゾーン4 左レーン パス GK阻⽌ 丸⽥ 被クリアランス(GK)
25 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤トランジション守備定位置攻撃 ゾーン3 中央レーン パス 守備者阻⽌ 丸⽥ 被セットプレー
26 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 キックイン守備 TROF ゾーン4 中央レーン シュート GK阻⽌ 本⼭ セットプレー
27 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 右レーン パス 守備者阻⽌ ⻄本 セットプレー
28 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 FK FK ゾーン3 右レーン シュート 守備者阻⽌ ⻄本 被TROF
29 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 ルーズボール 定位置攻撃 ゾーン4 左レーン パス 守備者阻⽌ 丸⽥ 被TROF
30 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 ルーズボール TROF ゾーン3 右レーン パス 守備者阻⽌ 丸⽥ セットプレー
31 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 中央レーン パス 認知エラー ⻄本 被セットプレー
32 岩崎 ⻄本 丸⽥ 本⼭ 後藤 定位置守備 TROF ゾーン2 中央レーン 突破ドリブル 守備者阻⽌ ⻄本 被TROF
33 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 キックオフ 定位置攻撃 ゾーン2 中央レーン ボール保持 守備者阻⽌ 深町 セットプレー
34 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 FK 定位置攻撃 ゾーン2 右レーン ボール保持 守備者阻⽌ ⼗時 被定位置攻撃
35 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 定位置守備 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン シュート 技術エラー 岡 被クリアランス(GK)
36 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 中央レーン ボール保持 守備者阻⽌ ⼗時 被TROF
37 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町トランジション守備 TROF ゾーン3 右レーン 突破ドリブル 守備者阻⽌ 岡 被TROF
38 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町トランジション守備定位置攻撃 ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ 岡 セットプレー
39 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 CK CK ゾーン4 右レーン パス 守備者阻⽌ ⾼⽊ セットプレー
40 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 CK CK ゾーン4 右レーン パス 守備者阻⽌ ⾼⽊ セットプレー
41 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 キックイン キックイン ゾーン4 右レーン パス 守備者阻⽌ ⾼⽊ セットプレー
42 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 CK CK ゾーン4 中央レーン パス 技術エラー 岡 被クリアランス(GK)
43 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 クリアランス 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ 岡 TROF
44 岩崎 ⾼⽊ 岡 ⼗時 深町 ルーズボール TROF ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ ⼗時 セットプレー
45 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン キックイン ゾーン3 中央レーン シュート GK阻⽌ ⻄本 被クリアランス(GK)
46 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ クリアランス 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン パス 認知エラー 村⽥ セットプレー
47 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン ボール保持 技術エラー 園⽥ 被クリアランス(GK)
48 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ 定位置守備 TROF ゾーン4 中央レーン シュート GK阻⽌ 園⽥ 被セットプレー
49 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン ボール保持 守備者阻⽌ 村⽥ セットプレー
50 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン キックイン ゾーン4 中央レーン シュート 守備者阻⽌ 村⽥ 被TROF
51 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ ルーズボール FASTBREAK ゾーン4 左レーン シュート 技術エラー 村⽥ 被クリアランス(GK)
52 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ クリアランス FASTBREAK ゾーン4 中央レーン ボール保持 技術エラー 園⽥ セットプレー
53 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ ⻄本 セットプレー
54 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン シュート 守備者阻⽌ 丸⽥ TROF
55 岩崎 ⻄本 丸⽥ 村⽥ 園⽥トランジション守備 TROF ゾーン4 中央レーン シュート 技術エラー 園⽥ 被クリアランス(GK)
56 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 定位置守備 定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン 突破ドリブル GK阻⽌ ⾼⽊ セットプレー
57 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 CK 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン ボール保持 技術エラー 岡 被セットプレー
58 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン シュート 技術エラー 岡 被クリアランス(GK)
59 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 クリアランス 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ 本⼭ 被クリアランス(GK)
60 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 FK FK ゾーン4 中央レーン シュート ゴール 岡 被キックオフ
61 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 定位置守備 TROF ゾーン4 左レーン シュート 戦略的エラー 深町 被クリアランス(GK)
62 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 左レーン 突破ドリブル 守備者阻⽌ 深町 被クリアランス(GK)
63 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン パス 守備者阻⽌ ⾼⽊ セットプレー
64 岩崎 ⾼⽊ 岡 本⼭ 深町 キックイン キックイン ゾーン4 中央レーン シュート ゴール 本⼭ 被キックオフ
65 岩崎 ⻄本 丸⽥ ⼗時 園⽥ キックイン 定位置攻撃 ゾーン3 左レーン パス 技術エラー 丸⽥ 被セットプレー 2:56
66 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 FK 特殊局⾯ ゾーン4 中央レーン パス 守備者阻⽌ 園⽥ 被TROF
67 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 定位置守備 特殊局⾯ ゾーン4 中央レーン ボール保持 守備者阻⽌ 園⽥ 被TROF
68 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 定位置守備 特殊局⾯ ゾーン4 左レーン シュート 守備者阻⽌ 岡 セットプレー
69 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 キックイン 特殊局⾯ ゾーン4 右レーン シュート GK阻⽌ 岡 セットプレー
70 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 CK 特殊局⾯ ゾーン4 右レーン シュート 技術エラー 岡 被クリアランス(GK)
71 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 クリアランス 定位置攻撃 ゾーン4 右レーン ボール保持 守備者阻⽌ 岡 セットプレー
72 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 CK CK ゾーン4 左レーン パス 守備者阻⽌ 岡 セットプレー
73 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 キックイン 定位置攻撃 ゾーン4 左レーン パス 技術エラー 岩崎 被セットプレー
74 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 定位置守備 TROF ゾーン4 右レーン パス 技術エラー ⻄本 被セットプレー
75 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 キックイン守備 定位置攻撃 ゾーン4 中央レーン シュート 技術エラー ⾼⽊ 被クリアランス(GK)
76 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 クリアランス 個⼈ ゾーン4 中央レーン パス 技術エラー 岩崎 被クリアランス(GK)
77 岩崎 ⻄本 ⾼⽊ 園⽥ 岡 FK FK ゾーン4 右レーン シュート 守備者阻⽌ 岡 被TROF
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