
The head coach of FCBarcelona

HANDBALL COACHING SEMINAR

シャビ・パスカルについて

OUR WAY

　シャビ・パスカルは、ゴールキーパーとしてFCバルセロナのキャリアを積み、その後スペインの様々なクラブでプロ

として活躍し、FCバルセロナに戻ります。

　ゴールキーパーコーチとして活動を再開、その後はアシスタントコーチを歴任し2009年2月、世界最高峰のクラブ

と言われるFCバルセロナのヘッドコーチに就任。過去、ルーマニアの代表監督も務めた経歴があります。

現在、彼が築き上げた金字塔は2014-2015シーズンで間違いないでしょう。EHF主催の7つのCUP戦全てのタイト

ル奪取するという経歴を持つ監督なのです。

FCバルセロナの軌跡(2018.04.30現在）

TITLES AMOUNT SEASON
AOBAL League Cup

Spanish Super Cup

VELUX EHF Champions League

Catalan Super Cup

Super Globe

Copa del Rey

ASOBAL League(スペインリーグ）

8

8

3

7

3

6

7

2009/10 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

2008/09 - 2009/10 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

2010/11 - 2014/15-2016/17

2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17

2013/14 - 2014/15 - 2017/18

2008/09 - 2009/10 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17

2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17

FCバルセロナ　ハンドボール監督　シャビパスカルクリニック日本開催

セミナー内容

 time table  RPOGRAM

09:00 - 10:00

10:15 - 11:15

11:15 - 13:00

13:15 - 14:00

14:15 - 16:00

16:15 - 17:15

17:15 - 18:00

THEORY-Our Model

The structure of FC Barcelona Youth Teams

THEORY

The 6:0 Defense system

PRACTICE - 6:0 Defense

From individual skills to the collective

Lunch

PRACTICE

Individual skills in the offensive systems

THEORY

The individual offensive skills

Questions

理論：我々のモデル

FCバルセロナユースチームの構築

理論

6:0ディフェンス

練習：6:0ディフェンス

個々のスキルから集団へ

ランチ休憩

練習

オフェンスシステムにおける個々のスキル

理論

個々のオフェンススキル

質問

Sports World
Global Solutions
www.sportswgs.com

Adresse: Bolbrovej 31, 5882 Vejstrup - Denmark

Xavi Pascual handball coaching seminar
ORGANIZED BY HANNA MEZEI

Hanna Mezei

Idan Rasmussen

セミナー企画会社紹介

セミナー概要と日程

Hanna & Idan (sister and brother) both were professional handball player, 

Hungarian National player and today successful business partners.

Hanna had been the first foreigner professional player in Denmark in 1992. 

After ending her handball career, she had been working as a sports teacher and handball coach for many years (9 years)

 in one of the biggest Sports Academy and Handball Club in Denmark. In 2012 Hanna started her company Sports World

 Global Solutions.

Sports WGS has specialized in to organize customized training camps in different sports for National Teams,Club Teams 

and Sports Academies, and unique sports trips across the world. 

How does Masanori Iwamoto take over as Japan national coach and how to organize the schedule of the European 

expedition? At such time having met with Hanna, entering Spain from the expedition to France, and having taken a 

training camp at FC Barcelona training facility decided to do this project as a trigger.

Sports WGS signed a unique contract with Xavi Pascual Head coach of FC Barcelona Handball Team as his Event Manager.

Idan´s professional handball career ended in 2000 in Denmark where he continued as a handball coach for a short period. 

He was more interested in to make a career in business and after 2 years he became a business development specialist

for middle size Danish companies.

In the last 3 years, Idan also became an equal owner of Sports WGS company and working on the sponsor's agreements, 

special sports activities and contracts. 

　ハンナ＆イダン（妹と兄）はどちらもプロのハンドボール選手で、ハンガリー国内の選手と今日は成功したビジネス
パートナーです。ハンナは1992年にデンマークで初めての外国人プロ契約選手でした。
ハンドボールのキャリアを終えた後、彼女はデンマークで最大のスポーツアカデミーでハンドボール教師として9年
クラブのコーチとして1年キャリアを積み、2012年にスポーツワールドグローバルソリューションを起業しました。
　SWGSは、ナショナルチーム向けに異なるスポーツでカスタマイズされたトレーニングキャンプを組織することに
特化しており、クラブチームとスポーツアカデミー、そして世界中のユニークなスポーツ旅行が含まれます。
岩本真典が日本代表監督として欧州遠征をどのようにスケジュール編成をするか？そのような時に、ハンナと出会い、
フランス遠征を終え、スペインに移動、FCバルセロナのトレーニング施設でのトレーニングキャンプを成功させたこと
は、このプロジェクトのきっかけともなっています。
　SWGSは、FCバルセロナのシャビ・パスカル監督とイベントマネージャーとして独自の契約を結んでいます。
一方、兄のイダンのプロハンドボールキャリアは2000年にデンマークで終了し、短期間ハンドボールコーチの経験も
あります。彼は、岩本真典のナショナル合宿にも帯同し、深夜まで監督、スタッフ陣営とチームのあり方に対しても語り
合いました。ハンドボールコーチを行った2年後に中規模のデンマーク企業で事業企画開発の専門家になりました。
この3年間で、イダンはSWGSの会社の同等のオーナーになり、特別なスポーツ活動やスポンサー契約に取り組んで
います。

アカデミー時代の生徒と再開した際のワンショット (FACEBOOKより）

セガサミー
スポーツアリーナ

有明コロシアム

至豊洲ふ頭 至豊洲 有明テニスの森駅

東雲
運河

有明テニスの森駅

首都
高速
湾岸
線

東京都江東区有明１-5-22

会場には十分な駐車施設がありません。公共交通機関をご利用ください。

事業主体
国内契約法人
開催場所
開催日
時　間
受講料

申し込み方法

Sports World Global Solution
株式会社MIMA・株式会社フィス
セガサミースポーツアリーナ（供用会議室・ハンドボール専用コート)
平成30年7月7日（土曜日）・7月8日（日曜日）２回開催
09:00から18:00（休憩・昼食時間あり）
30,000円（税込）軽食付/1人様

〒130-0021 東京都墨田区緑4-7-8 株式会社フィス　担当　遠藤
TEL.03-5638-1681   FAX.03-5638-1683
E-mail

別紙、申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは郵送にてお申込ください。会場の都合により定員になり次第締切らせ

ていただきます。メールでも結構です。その際は、参加人数、参加希望日を記載ください。各日ともに、定員になり次第

募集を締め切らせていただきます。従いまして申し込み先着対応とさせていただきますのでご了承ください。

受講申込期間　平成30年6月30日まで

お問い合わせ　

特別協賛・協力：OSAKI OSOL HANDBALL TEAM

岩本　真典（いわもと　まさのり）1970年9月生まれ(熊本県出身）

1993年
1995年
1997年
2001年
2005年
2006年
2007年
2009年
2015年

2018年

三陽商会入社、日本リーグ新人王獲得
第14回　世界選手権出場（アイスランド：23位）
第15回　世界選手権出場(日本・熊本:15位）
三陽商会休部のため大崎電気へ移籍
第19回　世界選手権出場(チュニジア：16位）
日本リーグ史上初の通算1,000得点達成
コーチ兼選手
大崎電気監督就任
日本代表監督(4月から11月：７ヶ月間）

現在に至る

中学生時代まではサッカー部に所属、熊本市立商業高等学校（現：熊本千原台高等学校）にて
故：大宮　泉氏の元でハンドボールを始める。2015年日本協会より命を受け、代表監督に就任
リオデジャネイロオリンピックアジア予選（カタール）にて5位。日本最高峰である日本リーグに
おいては、2016ー2018年度と３連覇を達成。ヨーロッパ遠征での日本代表合宿にて本企画者
である、ハンナ氏と親交を深め、パスカル監督によるセミナーの
開催が決まる。アジアNO.1を目標に今も精力的にチームをまとめ上げる唯一無二の存在である。


