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昨シーズンの国内三冠を獲得したＧ大阪。強力なライバルを破り、今シーズンも幸先のいいスタートを切った

ガンバ大阪が今シーズン初の公式試合に勝利
浦和レッズを下し、
「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５」に優勝。8年ぶり2度目のタイトル獲得

Ｊリーグの２０１５シーズンで最初の公式試合となる「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５」が2月28日に日産スタジアムで
開催され、ガンバ大阪が2−0で浦和レッズに勝利する幸先のいいスタートを切った。Ｇ大阪は5年ぶり5度目の出場で、やはり浦和を破った
2007年以来の優勝。8年ぶり3度目の出場の浦和は、初出場の06年以来の優勝は成らなかった。優勝したＧ大阪には賞金3000万円、浦和
には準優勝賞金2000万円が授与された。前シーズンのＪリーグチャンピオンと天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝チームが対戦する大
会で、昨シーズンはＧ大阪が両大会を制したため、規定によりＪ１リーグ戦2位の浦和が出場した。
（2ページに関連記事）
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Ｇ大阪の丹羽大輝は守備の中心で無失点に大きく貢献

宇佐美（中央）
が68分
に均衡を破る

強豪の緊迫した戦い。
ガンバ大阪の交代策が奏功

浦和は左サイドで関根貴大がドリブルで果敢に仕掛けた

2015年2月28日 13 : 35キックオフ 日産スタジアム

ガンバ大阪 2 0 浦和レッズ
【得点経過】68分
1−0（大）
宇佐美 貴史
90＋4分 2−0（大）
パトリック
【入場者数】4万7666人
【主審】山本 雄大 【副審】名木 利幸／中野 卓
【第4の審判員】廣瀬 格

昨シーズンのＪ１リーグ戦、Ｊリーグヤマザキ
ナビスコカップ、天皇杯全日本サッカー選手権

のペトロヴィッチ監督も「非常にコントロールで

をほぼ決定づける追加点を挙げ、2−0のスコ

きた」
と前半について語ったように、強豪同士

アで試合終了。長谷川監督は「セットプレーで

が充実の試合運びを見せれば、簡単には得点

先制できたのが大きかった」
と、得意の得点パ

チャンスが生まれない。

ターンを勝因の一つに挙げた。一方、浦和のペ

この流れを変えたのは後半の選手交代で、
見事に実を結んだのがＧ大阪だった。63分に

トロヴィッチ監督は「われわれのサッカーを見せ
ただけに、負けは残念」
と悔しさをにじませた。

起用したFWパトリックが、FW宇佐美貴史と

入場者数は4万7666人で、大会史上3番

のコンビで攻め込み右コーナーキックを獲得。

目の多さ。Ｊリーグ草創期の1994、95年を除

これをM F 遠 藤 保 仁が蹴ると、パトリックがヘ

けば最多となった。また、本大会に先立って行

大会の国内三冠を獲得したガンバ大阪。その

ディングでつなぎ、落下点に走り込んだ宇佐美

われた「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ

Ｇ大 阪とリーグ戦の優 勝を最 終 節まで激しく

がワンタッチシュートでゴールネットを揺らした。

２０１５ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴ

争い、1位の節が最も多かった浦和レッズ。Ｊ

その後は浦和の反撃をしのぎながら、宇佐美

ＣＨ」は、
日本高校サッカー選抜が2−1でＵ

リーグを代表する強豪、東西の名門対決は、前

に代わって出場のFWリンスらが素早い攻めを

−１８Ｊリーグ選抜を下し、通算成績は2勝2

半から緊迫した展開となった。
Ｇ大阪の長谷川

狙う。後半アディショナルタイム4分には、右サ

分2敗となった。

健太監督が「我慢強く戦えた」
と言えば、浦和

イドからドリブルで持ち込んだパトリックが勝利

キックオフ前にはＧ大阪の遠藤（左）、浦和の阿部の両キャプテ 富士ゼロックス株式会社の山本忠人 代表取締役社長（右）
が
ンが試合の質の向上を図る
「＋Quality」宣言を行った
Ｇ大阪キャプテンの遠藤に優勝杯を授与

ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨは2勝2分2敗に
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村井 満 Jリーグチェアマンの試合後コメント
「本日は、4年ぶりに日産スタジアムでの開催となりましたが、
昨年に続き4万人を超える、4万7666人という大変多くのお客
さまにご来場いただきました。心から感謝申し上げます。ＡＦＣ
チャンピオンズリーグを戦った後の試合ということもあり、前
半は静かな入りとなりましたが、後半はゴール前の展開の多い
見応えのある試合内容でした。ことし、新しい試みとして、明治
安田生命Ｊ１リーグの開幕に合わせて選手の動きを追尾して
データを取得するトラッキングシステムを本格的に導入します。
本大会においても試験的に運用を行いましたが、順調に仕上
がっています。明治安田Ｊ１における2ステージ＋チャンピオン
シップ制の採用に合わせ、新たな楽しみを提供できるシーズンと
なります。選手たちは一戦一戦手を緩めることなく戦ってくれる
と信じています。ファン・サポーターの皆さまには、
われわれの新
たなチャレンジをぜひ楽しんでいただきたいと思います」

Ｊリーグ親膳大使のフォーリンデブ これも恒例となったＪ１、Ｊ２のマスコット集合。栄えあるセンターポジションを獲得したのは、
★はっしーさんもグルメを堪能
Ｊリーグマスコット総選挙で1位となったサンフレッチェ広島の「サンチェ」
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２０１５シーズンを戦うＪ１・Ｊ２・Ｊ３の53チーム
２０１５シーズンの明治安田生命Ｊリーグは、Ｊ１の18チーム、Ｊ２の22チーム、Ｊ３の13チームという
計53チームが参加。各クラブのスローガン、チームを指揮する監督などを紹介する。

ベガルタ仙台

渡邉 晋 監督

ヴァンフォーレ甲府

ホーム 仙台市
タウン
ホーム ユアテックスタジアム
スタジアム 仙台
昨シーズンのリーグ戦順位

モンテディオ山形

ホーム 山梨中銀スタジアム
スタジアム

14位

石﨑 信弘 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

松本山雅ＦＣ

ホーム 山形市、天童市、鶴岡
タウン 市を中心とする全県

鹿島アントラーズ

ホーム 松本平広域公園
スタジアム 総合球技場

昨シーズンのリーグ戦順位 6 位（Ｊ２）

昨シーズンのリーグ戦順位 2位（Ｊ２）

トニーニョ セレーゾ 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

アルビレックス新潟

ホーム デ ン カビッグスワン
スタジアム スタジアム

3位

ペトロヴィッチ 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

清水エスパルス

柏レイソル

2位

吉田 達磨 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

名古屋グランパス

15位

西野 朗 監督
ホーム 名古屋市、豊田市、みよ
タウン し市を中心とする全県
ホーム 名古屋市瑞穂陸上競技場、
スタジアム 豊田スタジアム

ホーム 日立柏サッカー場
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

4位

マッシモ フィッカデンティ 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

ガンバ大阪

10位

長谷川 健太 監督
ホーム 吹田市、茨木市、高槻
タウン 市、豊中市

ホーム 東京都
タウン

ホーム 万博記念競技場
スタジアム

ホーム 味の素スタジアム
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

9位

風間 八宏 監督

1位

昨シーズンのリーグ戦順位

ヴィッセル神戸

ネルシーニョ 監督
ホーム 神戸市
タウン

ホーム 川崎市
タウン

ホーム ノエビアスタジ ア ム
スタジアム 神戸

ホーム 等々力陸上競技場
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

6位

エリク モンバエルツ 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

サンフレッチェ広島

森保 一 監督

ホーム エディオンスタジアム
スタジアム 広島

ホーム 日産スタジアム
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

11位

ホーム 広島市
タウン

ホーム 横浜市、横須賀市
タウン

湘南ベルマーレ

大榎 克己 監督

ホーム IAIスタジアム日本平
スタジアム

ホーム 柏市
タウン

横浜Ｆ・マリノス

12位

ホーム 静岡市
タウン

ホーム 埼玉スタジアム２００２
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

柳下 正明 監督
ホーム 新潟市、聖籠町
タウン

ホーム さいたま市
タウン

川崎フロンターレ

反町 康治 監督

ホーム ＮＤソフトスタジアム
スタジアム 山形

ホーム 県 立カシマサッカー
スタジアム スタジアム

ＦＣ東京

13位

ホーム 松本市、塩尻市、山形
タウン 村、安曇野市

ホーム 鹿嶋市、潮来市、神栖
タウン 市、行方市、鉾田市

浦和レッズ

樋口 靖洋 監督
韮崎市を中心
ホーム 甲府市、
タウン とする全県

7位

曺 貴裁 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

サガン鳥栖

ホーム 厚木市、伊勢原市、小田原市、
茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤
タウン 沢市、大磯町、寒川町、二宮町

8位

森下 仁志 監督
ホーム 鳥栖市
タウン

ホーム Shonan ＢＭＷ
スタジアム スタジアム平塚

ホーム ベストアメニティ
スタジアム スタジアム

昨シーズンのリーグ戦順位 1位（Ｊ２）

昨シーズンのリーグ戦順位
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コンサドーレ札幌

バルバリッチ 監督

京都サンガ F.C.

ホーム 札幌ドーム
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

水戸ホーリーホック

ホーム 京都市西京極総合運動公園
スタジアム 陸上競技場兼球技場
10位

柱谷 哲二 監督

セレッソ大阪

昨シーズンのリーグ戦順位

ホーム キンチョウスタジアム、
スタジアム ヤンマースタジアム長居
昨シーズンのリーグ戦順位 17位（Ｊ1）

15位

阪倉 裕二 監督

ファジアーノ岡山

ホーム 宇都宮市
タウン

昨シーズンのリーグ戦順位

ホーム シティライト
スタジアム スタジアム

12位

服部 浩紀 監督

カマタマーレ讃岐

ホーム 香川県立丸亀競技場
スタジアム

18位

昨シーズンのリーグ戦順位

徳島ヴォルティス

ホーム 鳴門・大塚スポーツパーク
スタジアム ポカリスエットスタジアム

昨シーズンのリーグ戦順位 16位（Ｊ1）

昨シーズンのリーグ戦順位 18位（Ｊ1）

関塚 隆 監督

愛媛ＦＣ

ホーム 市原市、千葉市
タウン

ホーム ニンジニアスタジアム
スタジアム

3位

昨シーズンのリーグ戦順位

冨樫 剛一 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

アビスパ福岡

昨シーズンのリーグ戦順位

20位

ミロシュ ルス 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

ギラヴァンツ北九州

ホーム 横浜市
タウン

16位

柱谷 幸一 監督
ホーム 北九州市
タウン

ホーム ニッパツ三ツ沢球技場
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

ホーム 北九州市立
スタジアム 本城陸上競技場

11位

森下 仁之 監督

5位

昨シーズンのリーグ戦順位

V・ファーレン長崎

高木 琢也 監督

ホーム 金沢市、野々市市、かほく
市、津幡町、内灘町を中心
タウン とする全県

ホーム 長崎市、諫早市を中心
タウン とする全県

ホーム 石川県西部緑地公園
スタジアム 陸上競技場

ホーム 長崎県立総合運動公園
スタジアム 陸上競技場

昨シーズンのリーグ戦順位 1位（Ｊ３）

昨シーズンのリーグ戦順位

ジュビロ磐田

名波 浩 監督

ロアッソ熊本

ホーム 磐田市
タウン

昨シーズンのリーグ戦順位

4位

ラモス 瑠偉 監督

ホーム 岐阜メモリアルセンター
スタジアム 長良川競技場

12 Mar. 2015

小野 剛 監督

ホーム うまかな・よかな
スタジアム スタジアム

ホーム 岐阜市を中心とする
タウン 全県

昨シーズンのリーグ戦順位

14位

ホーム 熊本市
タウン

ホーム ヤマハスタジアム
スタジアム （磐田）

Vol.225

井原 正巳 監督

ホーム レベルファイブ
スタジアム スタジアム

ホーム 味の素スタジアム
スタジアム
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19位

ホーム 福岡市
タウン

ホーム 東京都
タウン

ＦＣ岐阜

木山 隆之 監督
ホーム 松山市を中心とする
タウン 全県

ホーム フクダ電子アリーナ
スタジアム

ツエーゲン金沢

小林 伸二 監督

ホーム ＮＡＣＫ５スタジアム
スタジアム 大宮

ジェフユナイテッド千葉

横浜ＦＣ

21位

ホーム 徳島市、鳴門市、美馬市、
板野町、松茂町、藍住町、
タウン 北島町を中心とする全県

ホーム さいたま市
タウン

東京ヴェルディ

北野 誠 監督
ホーム 高松市、丸亀市を中心
タウン とする全県

ホーム 正田醤油スタジアム
スタジアム 群馬

渋谷 洋樹 監督

8位

昨シーズンのリーグ戦順位

ホーム 草 津 町 、前 橋 市を中
タウン 心とする全県

昨シーズンのリーグ戦順位

長澤 徹 監督
ホーム 岡山市、倉敷市、津山
タウン 市を中心とする全県

ホーム 栃木県
スタジアム グリーンスタジアム

大宮アルディージャ

パウロ アウトゥオリ 監督
ホーム 大阪市、堺市
タウン

ホーム ケーズデンキ
スタジアム スタジアム水戸

ザスパクサツ群馬

9位

昨シーズンのリーグ戦順位

ホーム 水戸市
タウン

栃木ＳＣ

和田 昌裕 監督
ホーム 京都市、宇治市、城陽市、
向日市、長岡京市、京田辺
タウン 市、木津川市、亀岡市

ホーム 札幌市
タウン

17位

昨シーズンのリーグ戦順位

大分トリニータ

13位

田坂 和昭 監督
ホーム 大分市、別府市、佐伯
タウン 市を中心とする全県
ホーム 大分銀行ドーム
スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

7位

ＡＣ長野パルセイロ

美濃部 直彦 監督
ホーム 長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、坂
城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、
タウン 野沢温泉村、信濃町、飯鋼町、小川村、栄村
ホーム 南長野運動公園総合
スタジアム 運動場総合球技場
昨シーズンのリーグ戦順位

グルージャ盛岡

カターレ富山

鳴尾 直軌 監督

岸野 靖之 監督

ホーム 盛岡市
タウン

ホーム 富山市を中心とする
タウン 全県

ホーム 盛岡南公園球技場
スタジアム

ホーム 富山県総合運動公園
スタジアム 陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦順位 22位（Ｊ２）

5位

昨シーズンのリーグ戦順位

ブラウブリッツ秋田

藤枝ＭＹＦＣ

間瀬 秀一 監督

大石 篤人 監督

ホーム 秋田市、由利本荘市、にかほ
タウン 市、男鹿市を中心とする全県

ホーム 藤枝市、島田市、焼津市、牧
タウン 之原市、吉田町、川根本町

ホーム あきぎんスタジアム
スタジアム

ホーム 藤 枝 総 合 運 動 公 園
スタジアム サッカー場

8位

昨シーズンのリーグ戦順位

福島ユナイテッドＦＣ

昨シーズンのリーグ戦順位

ガイナーレ鳥取

栗原 圭介 監督
ホーム 福島市を中心とする
タウン 全県

昨シーズンのリーグ戦順位

レノファ山口ＦＣ

相馬 直樹 監督
ホーム 町田市
タウン

昨シーズンのリーグ戦順位 4位（ＪＦＬ）

ＦＣ琉球

有馬 賢二 監督

薩川 了洋 監督

ホーム 横浜市
タウン

ホーム 沖縄市を中心とする
タウン 全県

ホーム ニッパツ三ツ沢球技場
スタジアム

ホーム 沖縄県総合運動公園
スタジアム 陸上競技場

12位

昨シーズンのリーグ戦順位

辛島 啓珠 監督

昨シーズンのリーグ戦順位

Ｊリーグ・アンダー２２選抜

ホーム 相模原市
タウン

9位

高畠 勉 監督
ホーム
−
タウン

ホーム 相模原ギオン
スタジアム スタジアム
昨シーズンのリーグ戦順位

上野 展裕 監督

ホーム 維 新 百 年 記 念 公 園
スタジアム 陸上競技場

3位

昨シーズンのリーグ戦順位

ＳＣ 相模原

4位

ホーム 山口市、下関市、山陽小
タウン 野田市を中心とする全県

ホーム 町田市立陸上競技場
スタジアム

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ. 横浜

松波 正信 監督

ホーム とりぎんバード
スタジアム スタジアム

7位

昨シーズンのリーグ戦順位

11位

ホーム 鳥取市、米子市、倉吉市、
タウン 境港市を中心とする全県

ホーム とうほ う・み ん なの
スタジアム スタジアム

ＦＣ町田ゼルビア

2位

ホーム
−
スタジアム
6位

昨シーズンのリーグ戦順位

10位

「２０１５Ｊリーグ新人研修」開催
Ｊリーグは2月1〜3日の3日間 、静 岡 県 で

冒頭では戸田さんから、
「プロフェッショナル

「２０１５Ｊリーグ新人研修 集合研修会」を

とは」
というテーマで、新たにプロサッカー選手

開催した。新たにＪクラブに加入する新卒選手

としての第 一 歩を踏み出した選 手たちへメッ

に、昨年の研修に参加できなかった選手を合

セージが送られた。選手たちは真剣に耳を傾

わせ、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３の42クラブから計125人

け、
これから自分がどのような選手を目指すかに

が参加。プロサッカー選手として備えるべき考

思いをはせている様子だった。

え方、姿勢、知識やスキルについて、共に元日

その後、
Ｊクラブのビジネス、ルールテスト・

本代表でもある戸田和幸さん、山口素弘さんと

フェアプレー、P Rコミュニケーション、税 金 、

いうＪリーグ選手OBや専門家を招き、講義や

ライフプランなど、多岐にわたるテーマに精力

グループワークの形式で研修を実施した。

的に取り組んだ。

講師の話に真剣に耳を傾ける選手たち

PRコミュニケーションでは選手同士で模擬インタビュー

研修会は戸田さんからのメッ 選手の身近で語りかけたＪリー
セージで始まった
グの村井 満チェアマン

２０１５シーズン開幕も近づき、講義の合間には自主トレも
12 Mar. 2015
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ＡＦＣチャンピオンズリーグが開幕
アジアのクラブチャンピ

ＡＦＣ チャンピオンズリーグ 2 01５グループステージ組み合わせ（日本関連分）

オンを決めるＡＦＣチャン

【グループＥ】 全北現代モータース（韓国）、山東魯能（中国）、ビン・ズオン（ベトナム）、柏レイソル（日本）

ピオンズリーグ
（ＡＣＬ）
が

【グループ F 】 ガンバ大阪（日本）、城南ＦＣ（韓国）、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、広州富力（中国）

開幕し、3月4日までに各チームがグループス

【グループ G】 ブリスベン・ロアー（オーストラリア）、浦和レッズ（日本）、水原三星ブルーウィングス（韓国）、北京国安（中国）

テージの2試合を戦った。日本からは昨シーズ

【グループ H 】 広州恒大（中国）、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ（オーストラリア）、鹿島アントラーズ（日本）、ＦＣソウル（韓国）

ンのＪ１リーグ戦優勝のガンバ大阪、同2位の

進出する。

浦和レッズ、同3位の鹿島アントラーズ、
さらに
同4位でプレーオフを勝ち抜いた柏レイソルの4

2007年の浦和、08年のＧ大阪に続くアジ

チームが出場。グループステージは4チームず

ア制覇を目指す日本勢で、好スタートを切ったの

つ8グループに分かれ、ホーム＆アウェイによる

が柏だ。2月24日の初戦はアウェイで、06年

2 回 戦 総 当たりリーグ戦 。各グループ 上 位 2

王者の全北現代モータースと対戦。
シュート数

チームの計16チームがノックアウトステージに

で5−16と下回る展開も、GK菅野孝憲ら守備
陣の健闘で0−0の引き分けに持ち込んだ。3月
3日にビン・ズオンをホームに迎えた第2戦は、
42分に先制点を決めたFW工藤壮人の2得点
などで5−1と大勝。勝点4で全北と並びながら
も、
この時点で得失点差による首位に立った。
Ｇ大阪、浦和、鹿島は2連敗と厳しいスター

2得点を挙げる活躍で勝利に貢献した柏の工藤

鹿島のカイオ
（左）
がドリブル突破を図る。右は川崎Ｆから移籍
したウェスタン・シドニーの田中裕介

から移籍したMF髙萩洋次郎に勝ち越し点を
許し、1−3で敗れた。

ト。ホームで行われた2月25日の第1戦で昨年

各チームの第 3 戦は3月1 7日
（ 火 ）、1 8日

のチャンピオン、ウェスタン・シドニー・ワンダ

（水）。
グループステージは5月5日
（火・祝）、6日

ラーズと対戦した鹿島は、先制されて一度は同

（水・休）
まで行われ、
ホーム＆アウェイの決勝は

点としたものの、開幕前にサンフレッチェ広島

11月7日
（土）
、21日
（土）
に予定されている。

「２０１５Ｊリーグ・スカパー！ ニューイヤーカップ」開催
２０１５シーズン開幕に先立ち、
プレシーズン
大会として、2月1〜14日に九州の宮崎県、鹿
児島県を舞台に「２０１５Ｊリーグ・スカパー！
ニューイヤーカップ」が開催された。Ｊリーグと
Ｊリーグオフィシャルブロードキャスティングパー
トナーのスカパーJ S A T 株 式 会 社が 主 催し、
宮崎ラウンド
（1〜7日）
には鹿島アントラーズ、
アビスパ福岡、大分トリニータの3チーム、鹿児
島ラウンド
（8〜14日）には浦和レッズ、清水
エスパルス、
ジュビロ磐田、ロアッソ熊 本の4

鹿児島ラウンドで優勝した浦和

チームが参加した。
これまで各クラブが個別に実施していたシー
ズン前のトレーニングマッチを、一つの大会とし

のホームタウンがない宮崎県、鹿児島県で開

優勝クラブには賞金300万円と優勝杯が授与

催することによって、地域におけるＪクラブの

され、2位に100万円、3、4位に各50万円の

存在意義をあらためて発信する機会とした。

賞金が贈られた。

大会は両ラウンドとも、参加チームが1回戦

て集中開催した。大会開催によって、２０１５
シーズン開幕に向けたＪクラブの準備状況を

伊藤祐一郎 鹿児島県知事（左）
と談笑するＪリーグの村井
チェアマンと大河常務理事（右）

総当たりリーグ戦を実施し、勝点で順位を決定。

なお、鹿児島ラウンドに足を運んだＪリーグの
村井 満チェアマンが13日、大河正明Ｊリーグ

より多くのファン・サポーターに伝え、開幕への

宮崎ラウンドでは2戦2勝の鹿島、鹿児島ラウ

常務理事と共に、鹿児島県知事、鹿児島市長

期待感を醸成することが狙い。また、Ｊクラブ

ンドでは2勝1分の浦和が、
それぞれ優勝した。

を表敬訪問した。

ガンバ大阪がプレシーズンにインドネシア遠征
ガンバ大阪が1月23〜25日、
インドネシアに

先制点を挙げた宇佐美
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ど、大会への関心の高さをうかがわせた。

遠征し、
現地チームとの試合、
フットボールクリ

翌 2 4日の 試 合では同 国 の 強 豪 、ペルシ

ニックなどを行った。大会名称は「Ｊリーグ・イン

ジャ・ジャカルタと対戦。約2万5000人の入

ドネシアスーパーリーグパートナーシップ協定締

場者が見守る中、
Ｇ大阪は前半にFW宇佐美

結1周年記念マッチ WAKUWAKU JAPAN

貴史が先制し、後半にもFWのリンス
（2点）、

開局1周年記念 パナソニックカップ２０１５」

パトリックが決めて4−0と快勝した。

（主催：Ｊリーグ、PT LIGA INDONESIA）。

25日にはＧ大阪の全選手、
スタッフが参加

23日に同国の首都ジャカルタ入りした一行

して、ブンカルノ・スタジアム横の練 習 場で

は、
日本大使館を表敬訪問。同日には試合会

フットボールクリニックを開催。ジャカルタ在住

場のブンカルノ・スタジアムで前日公式会見も

の日本人小学生約60人が、選手らとミニゲー

行われ、約100人のメディアが詰め掛けるな

ムを行うなど、交流を楽しんだ。

12 Mar. 2015

※各項目の詳細については、Ｊリーグ.jp
（http://www.jleague.jp/）を参照

トピックス（1月8日〜3月5日）

「＋Qualityプロジェクト」における２０１５シーズンの取り組み
Ｊリーグは、２０１２
シーズンより、Ｊリーグの
試合を観戦するお客さま
により魅 力 的な試 合を提 供するために「 ＋

アルプレーイングタイムの増加などに取り組ん

２０１５シーズン 4つの約束

でいる。
２０１５シーズンは、選手、監督、審判、
クラブ、
リーグが一体となって、4つの約束を通してアク

Quality（プラスクオリティー）
プロジェクト」
を

チュアルプレーイングタイムを延ばし、魅力的で

発足し、異議行為・遅延行為の減少、
アクチュ

エキサイティングなサッカーを提供する。

プロジェクトの実践項目

※２０１５シーズンからの実施事項

● 簡単に倒れない、
倒れても笛が鳴るまでプレーをやめない
試合を見てくださるお客さまに90分間満足できる時間を提供するために、全力でプレーする。
● スムーズなリスタート、
選手交代の時間短縮
ゴールキック、コーナーキックなど、試合のリスタートや選手交代をスムーズに行い、
アクチュアルプレーイングタイムの増加を目指す。
● 異議行為・遅延行為の減少
試合の魅力を削ぐ行為の一つである、異議行為・遅延行為の減少への取り組み。同行為の減少を目的に罰則を強化し、
通常警告を受けた際の加算ポイントより、異議行為・遅延行為による警告は1ポイント多く加算される。
● 節ごとに各種データを公開
魅力的で、質の高い試合を目指す上での指標の一つとして、実際の試合時間を計測した「アクチュアルプレーイングタイム」、
「異議・遅延による警告数」、
「リスタート・選手交代にかかった時間」をＪリーグウェブサイトで公表。異議行為や遅延行為
など、お客さまの観戦時間を空費する行為を減らすことで、アクチュアルプレーイングタイムの増加を目指す。
● Ｊリーグ憲章への署名
Ｊリーグに所属する全ての選手、監督およびチームスタッフ、
クラブ代表者が、同プロジェクトに取り組む上での決意と共通認
識を示すため「Ｊリーグ憲章」を制定。毎シーズン開幕前に同憲章に選手、監督およびチームスタッフ全員が合意、署名する。
● ハーフタイム15分間の確保およびキックオフ遅れの反則ポイントへの算入
ハーフタイムを15分間明確に確保することで、後半の試合の質を向上させる。また、前後半キックオフ時刻遅延分数を、反則
ポイントに加算する。
● 相手選手、
審判へのリスペクト
相手選手、
審判を尊敬し、
大切に思うことで、
フェアプレーを推進し、
試合の質向上を目指す。
● 差別行為の撲滅
差別的、
あるいは侮辱的な発言や行為によって、
人の尊厳を害するあらゆる行為を撲滅する。
● ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ における両チームキャプテンによる＋Quality宣言※
試合開始前に両チームキャプテンにより、
＋Qualityを宣言する。

Ｊリーグトラッキングシステムの導入を決定

【1】簡単に倒れない、倒れても笛が鳴るまで
プレーをやめない。
【2】リスタートを早くしよう。
【3】選手交代を早くしよう。
【4】異議・遅延はゼロを目指そう。
チェアマンと選手会の共同メッセージ
Ｊリーグは、２０１２シーズンより、試合自体の魅力向上を
目指すための新たな取り組みとして、
「＋Qualityプロジェクト」
を発足し、選手、監督、審判、
クラブ、
リーグが一体となり、
試合中の異議行為や遅延行為などお客さまにとって不快と
なりうるプレーをなくし、
フェアで、
クリーンで、
スピーディーで、
タフな試合の実現を目指してきました。本プロジェクト発足
から3シーズンを終えましたが、当初の目標であった異議・
遅延行為については、全体的に減少しており、
プロジェクトの
一定の効果が見られました。
この点については引き続き関係
者全員で取り組み、
ゼロを目指します。
今シーズンは、下記 4 点を重点項目として取り組み、お客
さまの大切な観戦時間＝アクチュアルプレーイングタイムを
延ばし、魅力的でエキサイティングなサッカーを提供すること
を約束します。
1．簡単に倒れない、倒れても笛が鳴るまでプレーをやめない。
2．リスタートを早くしよう。
3．選手交代を早くしよう。
4．異議・遅延はゼロを目指そう。
上記 4 点について、選手、監督、審判、
クラブ、
リーグが一体
となって取り組むことを誓います。
２０１５シーズン開幕にあたり
Ｊリーグチェアマン 村井 満
日本プロサッカー選手会 会長 佐藤 寿人

以上）
回数の掲載が予定されている。
同システムをチームの戦力分析・強化・育成、

を採用。スタジアムに設置された計6台（3台

審判の技術や規律の向上に役立てるとともに、

ションおよびデータスタジアム株式会社と協力

×2）
の専用カメラでピッチ全体を撮影し、選手、

試合中継、
ニュース番組、
ウェブコンテンツなど

し、実用化を目指してテスト運用を実施していた

ボール、審判の動きを追尾する。走行距離、走

ファン・サポーターに向けた新たな観戦方法の

行スピード、
プレーの位置やボールの動きなどの

提供というサービスの拡充にもつなげる。

Ｊリーグは、株式会社Ｊリーグメディアプロモー

トラッキングシステムを、２０１５明治安田生命
Ｊ１リーグの全試合で導入することを決定した。

データをリアルタイムで取得することができる。
こ

同システムで取得したデータは、Ｊリーグ全体

のシステムはスペイン、
ドイツ、
イングランドなど、

の競技力の向上、
Ｊリーグウェブサイト「Ｊリー

欧州の主要リーグでも採用されている。

グ.jp」
（ URL : http : //www.jleague.jp/）
で

Ｊリーグ.jpで提供が予定されるサービスは、

のアニメーション速報をはじめとしたコンテンツ

明治安田Ｊ１で毎節1試合、
アニメーションおよ

生成などに活用する。

びインターネットラジオ速 報を行い、
プレー位

同システムは、軍事技術として使われる自動

置、
トップスピード、走行距離、
スプリント
（時速

追尾（トラッキング）
システムを応用したもので、

20㎞/h以上）回数などを掲載。また、Ｊ１全試

CHYRONHEGO社の「Tracab（トラキャブ）」

合について走行距離、
スプリント
（時速20㎞/h

Ｊリーグヒューマンキャピタル（ＪＨＣ）
Ｊリーグ・立命館「ＪＨＣ教育研修コース」開講決定

２０１５Ｊリーグプレスカンファレンスで説明会を実施

科目を講義する。2年次は、1年次終了後により
高度で実践的な知識・経験の修得を希望する
受講者から若干名の選抜を行い、
Ｊリーグと有
期雇用の上、
ＪリーグやＪクラブで実践的な研
修を行うＪリーグ研修（実践）
を通じて将来の

Ｊリーグは、
プロサッカークラブの経営人材開

キャリアデザインへとつなげていく。

発・育成を目的として今シーズンより実施する
「Ｊリーグヒューマンキャピタル（ＪＨＣ）
」の

対象はプロスポーツビジネスに関心のある社

教育機関提携事業として、立命館大学との協

会人で定員は50人。立命館東京キャンパスお

働による「Ｊリーグ・立命館『ＪＨＣ教育研修

よびＪＦＡハウスで、原則として平日
（火・木曜

コース』立命館マネジメント講座
（基礎）」
を本年

日）夜間に講義を行う。修了時に立命館大学と
Ｊリーグによる履修証明書が発行される。受

5月より開講することを決定した。ＪＦＡハウス
で1月30日に記者会見を行い、
Ｊリーグの村井

会見に出席した長田理事長（右）
と村井チェアマン

講者選考の面接審査に自ら臨む意欲も見せた

満チェアマン、学校法人立命館の長田豊臣

想定し、1年次は立命館大学が提供するビジネ

村井チェアマンは「胆力、行動力、国際的な視

理事長が出席して概要説明などが行われた。

ススクール科目、
スポーツビジネス科目、同大と

点を持ち、
コミュニケーション能力もあるという

提携してＪリーグが提供するＪリーグ・Ｊクラブ

欲張った人材を求めたい」
と抱負を述べた。

第1ステップとなる教育研修コースは2年間を
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Ｊリーグチャンピオンシップ、
Ｊリーグヤマザキナビスコカップに
おける累積警告の消滅について
Ｊリーグは2月23日に開催した理事会で、Ｊリーグチャンピオンシップお
よびＪリーグヤマザキナビスコカップ決勝トーナメントの累積警告の消滅に
ついて、下記のとおり決定した。
【導入するルール】
〈Ｊリーグチャンピオンシップ〉

Ｊリーグチャンピオンシップ準決勝終了後に累積警告が1回の場合、その警告は
決勝に持ち越さない。
※Ｊリーグチャンピオンシップ決勝第２戦において、累積警告による出場停止が発生する
機会をなくす
Ｊリーグチャンピオンシップ準決勝終了後に累積警告が2回の場合、Ｊリーグチャンピ
オンシップ決勝第１戦が出場停止となる
決勝第2戦：出場可
例2
決勝第1戦：警告（1回目）
※準決勝終了後に 1回
目の累積警告は消滅
累積警告消滅ライン
（準決勝終了後）
準決勝

例1

1回戦
警告（1回目）
年間勝点
1位

決勝第2戦：出場可
決勝第1戦：出場不可
※出場停止となった累積
警告は消滅しない

準決勝
警告（2回目）
1回戦
警告（1回目）

年間勝点
1位

〈Ｊリーグヤマザキナビスコカップ決勝トーナメント〉

Jリーグヤマザキナビスコカップ準々決勝第２戦終了後に累積警告が1回の場合、
その警告は準決勝に持ち越さない。
※累積警告により決勝の出場停止が発生するのは、準決勝第１戦、第２戦で警告を
受けた場合のみとなる
チーム A 決勝：出場可
準決勝第2戦 警告（1回目）
準決勝第1戦

決勝

チーム B 決勝：出場不可

累積警告消滅ライン
（準々決勝第2戦終了後）

準々決勝第2戦
準々決勝第1戦 警告（1回目）
チーム A

準決勝第2戦 警告（2回目）
準決勝第1戦 警告（1回目）

準々決勝第2戦
準々決勝第1戦 警告（1回目）
チーム B

【導入目的】

ＪリーグチャンピオンシップおよびJリーグヤマザキナビスコカップの決勝におい
て、累積警告による出場停止が発生する機会をなくす、または減らすため。

不適切な会計処理に対し 愛媛ＦＣに制裁を決定

2015 年Ｊリーグのパートナー
Ｊリーグは1月20日に開催した理事会で、独立行政法人日本スポーツ振興
センターとスポーツ振興パートナー契約、同30日には日本航空株式会社
（2014年はＪ３リーグオフィシャルパートナー）とＪリーグアソシエイト契約、
3月5日には株式会社ECCとＪリーグトップパートナー契約を、それぞれ
締結することを決定した。
カテゴリー／契約社名

契約開始年

2015年〜
1996年〜
2005年〜
2009年〜
2012年〜
2014年〜
2015年〜
2015年〜
2015年〜
2003年〜
1994年〜
2012年〜
2003年〜
2015年〜
1992年〜
2005年〜
1993年〜
2007年〜

＊アディダス ジャパン株式会社／株式会社モルテンは2014年からのＪ３リーグオフィシャルパートナー契約を含む
＊スカパーJSAT株式会社は2014年からのＪ３リーグオフィシャルブロードキャスティングパートナー契約を含む
＊独立行政法人日本スポーツ振興センターは2014年からのスポーツ振興パートナー
（Ｊ３）契約を含む
■契約カテゴリー
Ｊリーグアソシエイト：Ｊリーグ・アンダー２２選抜および当該リーグをサポートするカテゴリー。

実行委員選任
Ｊリーグは1月20日に開催した理事会で、以下のように実行委員の変更を承認した。

Ｊリーグの村井 満チェアマンは、愛媛ＦＣの不適切な会計処理について
裁定委員会に諮問し、以下のとおり制裁を決定した。

契約区分

Ｊリーグタイト ル パートナー
新規
明治安田生命保険相互会社
Ｊリーグトップパートナー
キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社 継続
株式会社アイデム
継続
日本コカ・コーラ株式会社
継続
株式会社ジェーシービー
継続
明治安田生命保険相互会社
継続
ルートインジャパン株式会社
新規
株式会社コロプラ
新規
株式会社ECC
新規
Ｊリーグ百年構想パートナー
朝日新聞社
継続
スーパーカップスポンサー
継続
富士ゼロックス株式会社
Ｊリーグ オフィシャル チケッティングパートナー
継続
ぴあ株式会社
スポーツ振興パートナー
独立行政法人日本スポーツ振興センター
継続
Ｊリーグアソシエイト
日本航空株式会社
新規
リーグカップスポンサー
契約期間中
ヤマザキナビスコ株式会社
Ｊリーグオフィシャル エクイップメントパ ートナー
契約期間中
アディダス ジャパン株式会社
契約期間中
株式会社モルテン
Ｊリーグオフィシャルブロードキャスティングパ ートナー
スカパーJSAT株式会社
契約期間中

実行委員
クラブ名

変更前

敬称略

変更後

制裁内容

ＦＣ東京

東京フットボールクラブ株式会社
代表取締役社長

阿久根 謙司

大金 直樹（おおがね なおき）
東京フットボールクラブ株式会社
代表取締役社長

2012（平成 24）年度および 13（平成 25）年度の決算において、愛媛ＦＣの元経
理担当者が、収入の過大計上および経費の過少計上、
さらには、伝票の未入力
２．対象事案
などの手法により不適切な会計処理を行うことで、本来は当期純利益が 2 期連
続で赤字となっていたものを、2 期連続黒字として報告していた。

松本山雅ＦＣ

株式会社松本山雅
代表取締役社長

大月 弘士

神田 文之（かんだ ふみゆき）

セレッソ大阪

大阪サッカークラブ株式会社
代表取締役社長

岡野 雅夫

玉田 稔（たまだ みのる）
大阪サッカークラブ株式会社
代表取締役社長

１．対象クラブ 株式会社愛媛ＦＣ

3．制裁内容

（1）
けん責（始末書をとり、将来を戒める）
（2）制裁金 300 万円

以下の理由により、本件制裁を決定した。
（1）今回の違反行為は、
「Ｊリーグ規約」第 3 条［遵守義務］第 2 項および「Ｊリー
グ規約」第 23 条［健全経営］第 3 項の違反に該当する。
（詳細は下の 6．参照）
（2）当該元経理担当者の上記行為により、
「本来赤字決算により発生することはな
かった税金の納付」が愛媛ＦＣ 側に発生した。一方、約 3 年間にわたる内部統
制機能の欠陥により本件を看過してきた同社の管理監督責任は重大である。
（3）外部の第三者による追加調査の結果、不適切な会計処理に至る経緯にお
4．制裁の理由
いては、同社役員などから当該元経理担当者への意図的な指示・命令は
なく、従って組織の直接的関与はなかったと認められる。
（4）元経理担当者による横領・着服の事実は見受けられなかった。
（5）元経理担当者の動機や虚偽記載の方法に関しても、過度の悪質性は見受
けられなかった。
（6）本件発生により、Ｊリーグのクラブライセンス制度および他のＪクラブの経営
開示情報などの信頼性を著しく損ねる事態に至った。

Ｊリーグは2月23日に開催した理事会で、以下のように実行委員の変更を承認した。

実行委員
クラブ名

第 142 条〔制裁の種類〕第 1 項第 1 号、第 2 号

6．その他

8

〈参考「 Jリーグ規約」〉
第 3 条［遵守義務］
（2）Ｊリーグ関係者は、第 1 条の J リーグの目的達成を妨げる行為および公序
良俗に反する行為を行ってはならない。
第 23 条［健全経営］
（3）Ｊクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。

Vol.225

12 Mar. 2015

変更前

敬称略

変更後

堀江 三定（ほりえ みつさだ）
丹羽 洋介
ＡＣ長野パルセイロ 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ 株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ
代表取締役社長

代表取締役社長

竹内 康人

左伴 繁雄（ひだりとも しげお）

高比良 慶朗

木村 稔（きむら みのる）

清水エスパルス

株式会社エスパルス
代表取締役社長

ジュビロ磐田

株式会社ジュビロ
代表取締役社長

株式会社エスパルス
代表取締役社長

株式会社ジュビロ
代表取締役社長 ※3月31日付で同職に就任予定

清水 克洋
池田 敦司（いけだ あつし）
ヴィッセル神戸 株式会社クリムゾンフットボールクラブ 株式会社クリムゾンフットボールクラブ

「Ｊリーグ規約」

5．適用条項 第 141 条〔チェアマンによる制裁および調査〕第 1 項

株式会社松本山雅
代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

小谷野 薫

織田 秀和（おりた ひでかず）

新田 広一郎

岸田 一宏（きしだ かずひろ）

永田 求

池谷 友良（いけや ともよし）

サンフレッチェ広島

株式会社サンフレッチェ広島
代表取締役社長

徳島ヴォルティス

株式会社徳島ヴォルティス
代表取締役社長

ロアッソ熊本

株式会社アスリートクラブ熊本
代表取締役会長

株式会社サンフレッチェ広島
代表取締役社長
株式会社徳島ヴォルティス
代表取締役社長

株式会社アスリートクラブ熊本
代表取締役社長

2015年度 地域スポーツ振興活動および介護予防事業への支援を決定

参与選任
Ｊリーグは1月20日に開催した理事会で、2015年1月31日付でＦＣ東京
の実行委員を退任する阿久根謙司氏を参与に選任した。

参
氏名

与

Ｊリーグは、Ｊクラブが実施するサッカー以外の地域スポーツ振興活動お
よび介護予防事業に支援を行っており、15年度の申請分
（15年3月10日を

敬称略

締め切りとして追加募集を行う）
として、23クラブ55件の支援を決定した。

実行委員在任期間

阿久根 謙司

「バニシング・スプレー」の導入を決定

2011 年 1 月〜 15 年 1 月（在任期間 4 年）

スカパーJSATと海外放送権契約について合意

Ｊリーグは「バニシング・スプレー」を、
２０１５Ｊリーグ公式試合におい
て導入することを決定した。

Ｊリーグは、
スカパーJSAT株式会社（東京都港区、代表取締役 執行役
員社長：高田 真治）
との、２０１５〜２０１９シーズンの海外放送権契約
について合意した。

９・１５ FAIR PLAY社
（アルゼンチン）
「 9・15 FAIR PLAY LIMIT」

Ｊリーグ 海外放送権契約について

代理店として春ごろから全国のスポーツ店で販売する

明治安田生命 Ｊ１リーグ（Ｊリーグチャンピオンシップを含む）
明治安田生命Ｊ２リーグ（Ｊ１昇格プレーオフ、Ｊ２・Ｊ３入れ替え戦を含む）
Ｊリーグヤマザキナビスコカップ
富士ゼロックススーパーカップ

権利内容 日本を除く全世界での放送権・インターネット配信権（サブライセンス権を含む）
Ｊ１リーグ戦は２０１４シーズン、世界70カ国で放送された。２０１５
シーズン以降も世界各国でより多くの人々に見ていただけるよう関係
各社と協力し、露出拡大に努めていく。
（1）スカパーJSAT株式会社がインドネシア、ミャンマーで展開中の
「 WAKUWAKU JAPAN」で、今シーズンも継続してＪリーグ
考
の放送を行う。
（2）
「Ｊリーグオンデマンド」アプリでＪリーグを視聴している契約者
は、明治安田生命Ｊ１・Ｊ２リーグを海外でも楽しめるようになる。
配信コンテンツ、対象国、視聴方法など詳しくはスカパー！オンデマンド
公式サイトを参照。

Ｊリーグは2月23日に開催した理事会で、
「Ｊリーグ百年構想クラブ」へ
の申請について審議した結果、鹿児島ユナイテッドＦＣを「Ｊリーグ百年
構想クラブ」
として承認した。クラブの概要は下記のとおり。

鹿児島ユナイテッドＦＣ
人
在

名
地

対象大会 の全試合、ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ、Ｊ１昇格プレーオフ、Ｊ２・Ｊ３
入れ替え戦、Ｊリーグチャンピオンシップ ※明治安田生命Ｊ３リーグは対象外

早稲田大学人間科学部ｅスクール 特別選抜入試
早稲田大学では、2007年より人間科学部eスクールにスポーツ分野の
特別選抜枠を設けており、15年度はＪリーグから3人の選手が応募、選考
の結果、全員の合格が決定した。合格選手は、以下の3人。今後はＪリー
グ選手としてプレーを続けながら、通信課程で単位を取得する。
2015年度早稲田大学人間科学部ｅスクール（通信教育課程） 特別選抜入試合格者
■健康福祉科学科

西本 雅崇（にしもと まさたか）／ セレッソ大阪

■人間情報科学科

浦田 樹（うらた いつき）／ジェフユナイテッド千葉
小川 諒也（おがわ りょうや）／ＦＣ 東京

アイデムカップ2015 フットサル大会を後援

Ｊリーグ百年構想クラブ 審査結果

法
所

導入時期 ２０１５シーズンより
明治安田生命Ｊ１リーグ、
明治安田生命Ｊ２リーグ、
Ｊリーグヤマザキナビスコカップ

契約期間 ２０１５〜２０１９シーズン（5年契約）

備

的 リスタート時間の短縮などにより、よりスピーディーな試合展開の実現を目指すため

商 品 名 ※Ｊリーグオフィシャルエクイップメントパートナーの株式会社モルテンが販売

契 約 者 スカパーJSAT株式会社／株式会社Ｊリーグメディアプロモーション

放送内容

バニシング・スプレー
目

Ｊリーグは 2月23日に開催した理事会で、Ｊリーグトップパートナーの株式
会社アイデムが主催する
「アイデムカップ2015フットサル大会」
を後援する
ことを決定した。同大会は、求人情報を通して地域を活性化するという同
社の理念を体現すべく、
さまざまな地域での開催により、就職活動を控えた

敬称略

大学生同士のコミュニケーションを広げる役目を果たしている。

株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 代表取締役：徳重 剛
鹿児島県鹿児島市鴨池新町39-11

所 属リーグ

日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）

ホームタウン

鹿児島市

ホームスタジアム 鹿児島県立鴨池陸上競技場

【注】
「Ｊリーグ準加盟クラブ」
は、2014 年に呼称変更し、
「Ｊリーグ百年構想クラブ」
となった。

【参考】Ｊリーグ百年構想クラブ（2015 年 2月23日現在）
ヴァンラーレ八戸（ＪＦＬ）
／栃木ウーヴァＦＣ（ＪＦＬ）／ｔｏｎａｎ前橋（関東サッカーリーグ
１部）
／アスルクラロ沼津（ＪＦＬ）／奈良クラブ（ＪＦＬ）／鹿児島ユナイテッドＦＣ（ＪＦＬ）

イラン・プロフェッショナル・フットボールリーグ
とのパートナーシップ協定締結
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
（Ｊリーグ）は 2015年1月23日、
イラン・プロフェッショナル・フットボールリーグ
（イランリーグ）
とのパートナ
ーシップ協定を締結した。Ｊリーグとイランリーグは、今回の提携をきっかけ
として、両国のフットボール発展のためにコミュニケーション、マーケティ
ング、大会運営、アカデミーなどのさまざまな分野で協力し、
プロリーグの組
織、
マネジメントの質向上と効率化を目指す。

マレーシア・スーパー・リーグとのパートナーシップ協定締結
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）
は2015年2月2日、
マレーシア・スーパー・リーグ
（マレーシアリーグ）
とのパートナーシップ協定
を締結した。Ｊリーグにとって、海外のプロリーグとのパートナーシップ協定
締結は、
タイ、ベトナム、
ミャンマー、
カンボジア、
シンガポール、
インドネシア、
イランに続いて8件目となる。Ｊリーグとマレーシアリーグは、今回の提携を
きっかけとして、両国のフットボール発展のためにコミュニケーション、
マー
ケティング、大会運営、
アカデミーなどのさまざまな分野で協力し、
プロリーグ
の組織、マネジメントの質向上と効率化を目指す。なお、本年6月ごろに
マレーシアのクアラルンプール市内で発表記者会見の開催を予定している。

アイデムカップ2015フットサル大会
主

催 株式会社アイデム

運営・協力 株式会社ソル・メディア、スポーツマネジメント株式会社、日本ブラインドサッカー協会
大 会 数

全国58大会（予定）

開 催 時 期 2015年2〜12月

参 加 資 格 選手全員が大学生で構成されたチーム

「２０１５Ｊリーグ女子マネージャー」として佐藤 美希さんを任命
Ｊリーグは、タレント・モデルの佐藤美希（さとう みき）
さんを「２０１５Ｊ
リーグ女子マネージャー
（略称：女子マネ）」
として任命した。2 0 1 0 年から
3シーズン、女子マネを務めた足立梨花さんの後任として、佐藤さんの持つ
爽やかな魅力と笑顔で、一人でも多くの方々
（女性や若年層）
が新たにサッ
カーやＪリーグに興味を持っていただくことを期待し、今回の任命に至った。
２０１５Ｊリーグ女子マネージャー
佐藤 美希〔タレント、モデル〕
第38回 ホリプロタレントスカウトキャラバン2013 グランプリ受賞
〈プロフィール〉
・生年月日：1993年6月26日
（21歳）
・出身地：栃木県 ・血液型：B 型
・趣味特技：柔道、
クラシックバレエ、
ウオーキング
〈佐藤美希公式ホームページ〉http://www.horipro.co.jp/satomiki/
〈主な出演作品〉
non-no専属モデル、フジテレビ「めざましテレビ」内「イマドキ」
レギュラー出演中、
日本テレビ「ネリさまぁ〜ず」
レギュラー出演中、永谷園「彩りごはん」CM出演中
◆ 佐藤 美希さんコメント（抜粋）

「私は1993年生まれでＪリーグと同じ年の21歳です。とても親近感があり、今回Ｊリ
ーグに関わるお仕事ができてとてもうれしいです。サッカーについてはまだまだ勉強中
ですが、これから実際にスタジアムに行き、たくさんの試合を観戦しながら、精一杯
応援してＪリーグに貢献していきたいと思います」

【訂正とおわび】Ｊリーグニュース223号10ページ「２０１４Ｊリーグ チェアマン総括」の本文中に、
以下のような誤りがありました。訂正し、関係者の皆さまにおわびいたします。
誤）ＡＣＬは、
タイトル奪還を目指し、柏、
… → 正）ＡＣＬは、
タイトル奪還を目指し、川崎フロンターレ、
…
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「２０１５Ｊリーグプレスカンファレンス」開催

ピッチ上の戦いを前に、Ｊリーグの本格的なシーズン開幕をメディアに向けて発信する「２０１５Ｊリーグプレスカンファ
レンス」が、2月19日に都内で開催された。明治安田生命Ｊリーグを戦う全53チームの監督、選手代表らも参加。カラフルな
ユニフォームが華やかさを添える中、間近に迫った戦いへの心地よい緊張感も高まった。
明治安田 Ｊ１の選手たちは開幕戦のカードごとにステージへ登場。カラフルな中にも新たな戦いに向けた心地よい緊張感を会場に運んできた

リーグ戦開幕前の恒例行事となっているイ

国際サッカー連盟会長賞を受賞した90歳の

ベントで、 昨年までのＪリーグキックオフカン

現役ジャーナリスト、賀川 浩氏が登壇し、
チェ

ファレンスから「Ｊリーグプレスカンファレンス」

アマンが花束を贈呈した。
その後、明治安田生命Ｊ１リーグの18チーム

と改称して開催された。

した。
第 2 部の会 場には5 2クラブやＪリーグ関
連の特設ブースが設置され、監督や選手らが
メディアのインタビューなどに対応した。

シアター形式の第1部では、Ｊリーグの村井

を代表した選手たちが、開幕戦のカードごとに

また、会場の一角では新たなＪリーグ女子マ

満チェアマンがオープニングスピーチでメディア

ステージへ登場。村井チェアマンが「異議・遅

ネージャーの発表会見が行われ、第38回ホリ

への謝辞を述べ、2ステージ＋チャンピオンシッ

延ゼロを目指す」
ことを加えて重点実施項目が

プロタレントスカウトキャラバン2013グランプリ

プ制導入やＡＦＣチャンピオンズリーグに出場

4つとなった「＋Qualityプロジェクト」について

受賞の佐藤美希さんが、村井チェアマンから任

するクラブへの支援など、今シーズンの重要な

説明後、選手を代表してガンバ大阪の宇佐美

命状を手渡された。前女子マネージャーの足立

取り組みへの意欲を話した。スピーチに続き、

貴史が「２０１５Ｊリーグ選手憲章」にサイン

梨花さんも駆け付け、後輩にエールを送った。

第1部でオープニングスピーチを行う村井チェアマン

村井チェアマン
（右）
が賀川氏に花束を贈呈

選手を代表して宇佐美（右）
がＪリーグ選手憲章にサイン

第2部の会場では選手や監督らがメディアの取材を受けた

新女子マネの佐藤さん
（左）。前女子マネの足立さんも応援に

アジア事業や人材育成など、Ｊリーグの取り組みも紹介
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