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枚。12月の東アジア選手権、韓国戦も退場し、優勝を逃した責任を問われた。
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今だからこそ打ち明けられる。「プレッシャーが凄くあった。また何を言わ
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マーン戦、そしてＵ―23代表のＵＡＥラウンドと立て続けに落選した。そし
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て、無断外出発覚が追い打ちをかけた。「こんな厳しい戦いは想像しなかっ
た。今まで文句を言われたけど、そういう人たちを見返すことができた」。山
本ジャパンの大一番は、大久保にとっても一世一代の大勝負だった。
試合後、取材を受けている時だ。期待の裏返しとしてあえて苦言を呈し続け
てきた川淵キャプテンに肩を組まれた。レバノン戦で１発。そして、この日の
２発。２次予選のミャンマー戦と合わせてアジア予選４ゴールは堂々のチーム
得点王だ。山本監督は大久保を「心のよりどころだった」と表現した。もう誰
もが大エースと認めている。
「チームが立ち上がった時から表彰台が目標。立てるように頑張りた
い」。68年メキシコ大会以来のメダルへ、大久保はもう立ち止まらない。

＜ＵＡＥ＞キックオフ時の気温は６度まで下がり、雨で滑りやすいグラウン
ド。慣れない気象条件が体力の落ちた選手の足元を一層狂わせた。ジョダール
監督は「体調やパワーといったレベルの違いがはっきりとしていた」と完敗を
認めた。後半12分に得点源のＦＷマタルが退場。同監督は「この日程では選手
がなかなか回復できなくて、闘争心を保つのが難しかった」と分析した。

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。
また24時間フリーダイヤル０１２０−４６１２−１０（読む人に一礼）でも受け付けています。
■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局
Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。
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TOKYO: Striker Yoshito Okubo scored twice to help Japan beat the
United Arab Emirates 3-0 on Thursday in the Asian final qualifying round
to secure a berth in the Athens Olympics.
Japan finished top of the four-team Group B with four wins, one draw and
one defeat for 13 points, ahead of Bahrain with 11 points, the Emirates
with seven points and Lebanon on two.
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Bahrain were on Thursday held to a 1-1 draw by Lebanon to finish
runners-up with three wins, two draws and a defeat. The Emirates had a 21-3 record and Lebanon a 0-2-4.
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There was no easy match in these six games. My players got past these
difficult hurdles one by one and we came into today s match mentally
relaxed with an advantage (better goal differential). It resulted in this
victory, said Japan coach Masakuni Yamamoto.
I told my players that the ticket for Athens is free on the pitch at the
National Stadium. We were up 3-0 at the beginning of the second half,
then I heard that Bahrain were 1-1 and I felt we were sure of winning the
ticket.
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Japan beat UAE to win Olympic berth

REJOICE: Japanese players celebrate after beating
the United Arab Emirates in the Asian qualifying
tournament for the Athens Olympics at the National
Stadium in Tokyo on Thursday. Japan booked a
ticket for the Olympics after a 3-0 victory over the
UAE.--APpic.

I haven t thought about Athens yet, but if we keep severely competing
against each other and trying to improve, the technique, strategy, physical
conditions and all others will follow us, added Yamamoto.
Japan took an early lead when defender Daisuke Nasu jumped for a header
on a free kick by Yuki Abe from near the left corner in the 12th minute.
After missing a couple of chances, Japan made it 2-0 through Yoshito
Okubo, who cashed in on Abe s left corner.
Two minutes into the second half Okubo again netted in goal-mouth
confusion following another free kick.
In the 70th minute, a Tatsuya Tanaka shot in front of the goal hit the left
post and bounced off keeper Mohammed Ali Gholom while Tanaka and
Sota Hirayama missed another golden chance in the last 10 minutes.
Emirates had only one shot at goal in the first half through forward Rami
Yaslam in the 24th minute, while Ismail Mattar dribbled through to the left
edge of the area forcing Japanese keeper Takuto Hayashi to leave the goal
to save it in the 29th.
The Emirates, who had started the match with a narrow chance to finish
top, suffered a blow when ace striker Mattar recieved a red card in the
56th minute for kicking Okubo and was sent off.
For Japan, it will be their third straight appearance in the Olympics and
seventh overall. They also played in 1936, 1956, 1964 and won the bronze
medal in the Mexico Olympics in 1968.
UAE s French coach Jean Francois Jodar said: This match clearly
showed the depth between the two teams, the difference of the level and
the athletes.
Even if we had 11 players, it would have been difficult, and we were
forced to play with 10 players.
It was exactly a 'mission impossible . But we learned how far we must
improve our team through this tournament.
AFP
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