
We help teams 
& athletes win
Hudl  はチームと選手の勝利に貢献します



世界トップレベルの 
チームを含む 160,000* 以上の 
チームが Hudl を活用し、 
映像と分析を通して 
パフォーマンスを高 
めています。
*Global Communications の直近のデータに基づきます。 
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リーグ
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パフォーマンス分析の重要性
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キャメロン・デブリン
シドニー FC 
トップチーム選手

ピッチ上のプレーが最も重要であ
ることは確かですが、ピッチを離
れてから映像を見たり、改善点を
模索することが成長への近道です。

測定 
できれば、 
改善 
できます

「
」



つの方法で 
勝利へと 
導きます

1.

2.

3.

効果的に選手を補強して、 選手を補強して、 
チームの強化を図る。チームの強化を図る。

技術的および戦術的コーチングを
通じて、個々の選手の成長を図る。

試合中のライブ分析を通
じて、チームのパフォー
マンス向上を図る。



選手の補強
1.

世界で最も包括的な映像と
スタッツのデータベース
無限大のスカウティング
高度な検索により世界中から目当ての選手を探す、も
しくは タレントセンターを通して若いタレントを掘り
起こし、スカウティング戦略を管理しましょう

映像ライブラリ
チームと選手に関するイベントからプレイリストを作
成しましょう。個人用クリップを録画し、ダッシュボー
ドに保存しましょう。

データと統計
アドバンスト・スタッツを備えた選手、試合、大会用
のダッシュボード。

レポート
ワイスカウトプラットフォームは、目的に応じてさま
ざまなレポートを提供します。

• 試合前 / 試合のレポート
• 選手 / チームのレポート
• 試合中の選手のレポート
• レフリーの試合レポート



戦術的コーチング
2.

チーム独自のコーチング哲学を
サポートするツールで優位性を
確保し、勝利に貢献

試合前の自チームと対戦相手の分析
対戦相手よりも優位に立つには、試合前および対戦相手
の分析をサポートする柔軟なワークフローが必要です。 

Hudl は、オンライン、オフライン、およびリアルタイ 

ムの映像とデータを連動させたソリューションを提供 

し、チームの状態を把握し、対戦相手の強みと弱みを 

分析できるようサポートします。 

•  コードウィンドウを構築し、コーチング哲学に応じ 

たレポートを作成します。
• オフラインでの強力なコーディングツール
• カスタマイズ可能なスクリプト作成機能
• Hudl とのシームレスな統合



試合分析
3.

最も必要とする時に利用できる 
ライブ映像分析
ライブ分析とリアルタイムリプレイでデー 

タに基づいて迅速に決断しましょう。

Hudl は、アナリストとコーチングスタッフ 

がリアルタイムにパフォーマンスを分析し、 
リアルタイムリプレイにより、試合中に重 

要な調整を行えるようサポートします。

• 試合中の戦術的判断の精度を高める
•  コーチングスタッフと簡単に映像を共 

有可能
• さまざまな角度からライブ映像を撮影
• スポーツコードウィンドウとの統合
• かつてないコラボレーション

包括的な映像・データテクノロ 
ジーにより、チームと選手のパ 
フォーマンスをより深く把握し、 
試合当日のインパクトを最大化



Hudl ののプロスイートにより、 
サッカーチームは簡単に映像
とデータの撮影、共有、 
理解ができるようになります。



プロスイート PRO SUITE

撮影 コンテンツ 分析 データ 共有

チーム全体の 
改善をサポートするトータル 
プラットフォーム。



アナリスト、コーチ、チーム、 
そして選手が最新のテクノロ 
ジーにアクセスできることは 
極めて重要です。これらの実 
現により初めて、私たちはハ 
イパフォーマンス環境の最前 
線に立つことができます。
ロベルト・マルティネス
ベルギー代表チーム 監督

「

」



撮影
すべてを見る
最新のカメラシステムを利用して、 
自動で撮影、アップロードしましょう。

• 4K と 1080p の記録オプション
•  複数の映像を一つの HD パノラマ
ビューに統合

•  選手の動き、およびカメラのスイッ
チ技術

私たちは、(分析
用 ) アングルを駆
使して、ピッチ上
の空いているス
ペースと、 
選手の動きを把握
しています。

ブラッドリー・ウォール
レンジャーズ FC トップチー
ムアナリスト

「

」



コンテンツ
チームと選手のパフォーマンスを
分析し、強化する
最新のプレイリストと描画機能で自分の分析を構
築しましょう。映像クリップやプレイリストを
クラブ全体に、選手に共有しましょう。新しい 

Wyscout アプリでチームのエンゲージメント向
上を図りましょう。

無限のスカウティングの可能性
検索で世界中から目当ての選手を探す、もしくは 

ワイスカウトのタレントセンターを通して若いタ
レントを掘り起こし、スカウティング戦略を管理
しましょう。

選手の移籍を簡略化するネット
ワーク
メッセージ機能を使用して、世界中の代理人、選
手、クラブと連絡を取りましょう。選手の市場価
値を算出し、Wyscout で気になる選手をフォロー
しましょう。

マッシミリアーノ・アレグリ
ユベントス F.C. 前監督

私は、テクノロ
ジーの力を強く
信じています。
Wyscout は、我々
の仕事、そして 
試合の分析に欠か
せないものです。

「

」



分析
すべてのワークフローに分析の力を
独自のコーチング哲学をサポートするツールで競
争の優位性を確保しましょう。

ワークフローを強化するツール
最も重要な項目を分析できるカスタマイズ可能な
コーディング、およびスクリプト作成ツールで、 
プロセスを進化させましょう。

スポーツコードにより、独自のパフォーマンスイン 
サイトを映像と結び付け、発見したことをアウトプッ 
トウィンドウでビジュアル化しましょう。

フィードバックを即座に
試合中にベンチにいるコーチと映像クリップを共有
し、パフォーマンスデータに基づいたリアルタイム
の戦術的決断をサポートしましょう。 

アナリスト、コーチ、選手がプレイリストにアクセ
スできるようにし、複雑な設定をすることなく、複
数のデバイスを通してコミュニケーションを取るこ
とが可能です。

映像を用いること
で、選手はコーチ
の指摘を正確に理
解できます。

ドグ・コース
オーストラリアサッカー協会 ヘッドア
ナリスト

「
」



データ
データをアクションにつなげる
Hudl のテクノロジーによる技術的、戦術的、 
フィジカルデータ分析を通じて、選手の補強と試合
の分析戦略を向上させましょう。 

自信をもって分析する
Hudl 独自の品質管理アルゴリズムにより、誤った
データを特定・修正可能で、各スタッフは可能な最
高の結果が得られていることに確信を持つことがで
きます。

サム・ロイド
Hudl、バイス・プレジデント・エリート

「

」

Hudl のプロスイー
トは、最先端の 
映像および光学ト
ラッキング技術を
駆使して、プロス
ポーツ市場に最先
端のデータサービ
スを提供してい 
ます。 



共有
セキュアなデータ・映像 
マネジメント
一元化されたビデオライブラリにより、チーム分 

析の共有、レンタル候補および有力な補強選手の 

追跡、およびアカデミー全体の選手の分析を最適 

化します。

• 許容レベルの設定
• 効果的に運営管理
• 一つのアカウントから使用具合をチェック

Hudl エクスチェンジでリーグをひ
とつに
セキュアなクラウドベースのプラットフォームを
設定し、リーグ内の全チームとデータおよび映
像をホスト、管理、共有しましょう。

• サードパーティデータアプリへのアクセス
• 複数の角度からの映像のダウンロード
• 試合後すぐにコンテンツを入手可能

Hudl は、我々のト
レーニングおよび
試合映像の記録と
確認、そして改善
に向けたプランを
練る上で極めて重
要な役割を担って
います。
テリー・マックフリン
シドニー FC サッカーオペレーション 
ゼネラルマネージャー

「

」





ケーススタディ

ベルギーサッカー



ベルギーサッカー

これは、パフォーマンスをより高い
レベルへと昇華させるための最新の
テクノロジーを通して、クラブによ
り多くのツールを提供するという、 
プロリーグの計画の最初 
のステップです。

目的
リーグ、クラブ、およびナショナルチームの分析を強
化する相互に連動した映像とデータに基づくソリュー
ションを通して、優秀なタレントのパイプラインおよ
び選手とチームのパフォーマンスを高めること。

ソリューション
Hudl のプロスイートは、4K データキャプチャテクノ
ロジーと世界をリードするパフォーマンス分析ソフト
ウェアを通じて、全 24 クラブに世界のトップチーム
と競争するチャンスを提供します。 

ピエール・フランソワ
ベルギープロリーグ CEO

「

」



ケーススタディ
5.

FIFA 女子 
ワールドカップ



FIFA 女子ワールドカップ

これまでで最高のテクノロジー
パートナーです。 
完璧なソリューションです。

目的
すべてのチームに一貫した試合中の分析ソリュー
ションを提供し、戦術的判断および、怪我の状態を
評価する医療担当者をサポートすること。

ソリューション
ハドルリプレイにより、アナリスト、コーチ、お
よび選手は、リアルタイム分析と即時リプレイに
アクセスし、すばやくデータに基づいた決定がで
きるようになります。コーチが最も必要とする時
に、必要なデータを提供します。

クリス・ロクストン
コーチングおよび選手開発部門
FIFA 技術開発課

「
」



Hudl について

トップレベルの 

社員

チームと選手の勝利

に貢献します。

正確性と一貫性 

データの検証と 

効果的なシステム運

営。

信頼できるテクノロ
ジー

自動化された映像・

データの記録プロセ

スで時間を節約。

ソフトウェアの 

統合

シームレスでパワフ

ル、かつ安全なワー

クフローを提供しま

す。





お気軽にお問い合わせください

高林 諒一 
Ryoichi Takabayashi

ryoichi.takabayashi@hudl.com 
080 3662 8320


