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平成18年度事業報告 
 
(1) プロサッカー試合の主催及び公式記録の作成 

① プロサッカー試合の主催 
‐1 Ｊ1リーグ戦 

J1会員18クラブの参加によるリーグ戦を有料で開催し、その成績に応じて表彰を行った。

総入場者実数は、5,597,408 人を記録した。1試合平均18,292 人は、対前年比で約3％減

となった。 

 

開催期間  3月4日（土）～ 12月2日（土） 

主に、水曜、土曜、日曜、祝日に開催 

開催場所  主に各クラブのホームタウン内競技場 

大会方式  2回戦総当たりリーグ戦  全306試合 

出場クラブ J1会員18クラブ 

成績  優勝 浦和レッズ 

  2位 川崎フロンターレ 

  3位 ガンバ大阪 

  4位 清水エスパルス 

  5位 ジュビロ磐田 

  6位 鹿島アントラーズ 

  7位 名古屋グランパスエイト 

  8位 大分トリニータ 

  9位 横浜F・マリノス 

  10位 サンフレッチェ広島 

  11位 ジェフユナイテッド千葉 

12位 大宮アルディージャ 

13位 FC東京 

14位 アルビレックス新潟 

15位 ヴァンフォーレ甲府 

16位 アビスパ福岡 

17位 セレッソ大阪 

18位 京都パープルサンガ 

 

‐2 Ｊ2リーグ戦 
J2会員13クラブの参加によるリーグ戦を有料で開催し、その成績に応じて表彰を行った。

総入場者実数は、1,998,648 人を記録した。1試合平均6,406 人は、対前年比で約14％減

となった。 

 

開催期間  3月4日（土）～12月2日（土） 

主に、水曜、土曜、日曜、祝日に開催 

開催場所  主に各クラブのホームタウン内競技場 

大会方式  4回戦総当たりリーグ戦  全312試合 

出場クラブ J2会員13クラブ 

成績  優勝 横浜FC 

2位 柏レイソル 

  3位 ヴィッセル神戸 

  4位 サガン鳥栖 

  5位 ベガルタ仙台 
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  6位 コンサドーレ札幌 

  7位 東京ヴェルディ1969 

  8位 モンテディオ山形 

  9位 愛媛FC 

  10位 水戸ホーリーホック 

  11位 湘南ベルマーレ 

  12位 ザスパ草津 

  13位 徳島ヴォルティス 

 

‐3  リーグカップ戦 
J1 会員 18 クラブが参加。その成績に応じて表彰を行った。総入場者実数 674,147    

人を記録した。1試合平均10,534人は対前年比で約13％減となった。 

 

大会名  2006Ｊリーグヤマザキナビスコカップ 

開催期間  1節  3月29日（水） 

2節  4月5日 （水） 

3節  4月12日（水）   

4節  4月26日（水） 

5節  5月10日（水） 

6節  5月14日（日） 

7節  5月17日（水） 

8節  5月21日（日）  

         準々決勝  6月3日 （土）、7日（水） 

  準決勝  10月4日（水）、7日（土） 

決勝  11月3日（金・祝） 

開催場所  主に各クラブのホームタウン内競技場 

決勝：東京・国立競技場 

大会方式  予選リーグ 

 J1 参加 17 クラブを 4グループに分け各グループ2回戦総当たりリー

グ戦。AFCチャンピオンズリーグ出場1クラブは予選リーグをシード。 

 決勝トーナメント 

 各グループ1位の 4クラブ、2位のうち成績上位の3クラブ及びシー

ドの1クラブによる計8クラブが決勝トーナメントに進出する。決勝

トーナメントはホーム＆アウェイ方式で実施。 

出場クラブ J1会員18クラブ 

成績  優勝  ジェフユナイテッド千葉 

  2位  鹿島アントラーズ 

  3位  川崎フロンターレ 

横浜F・マリノス 

  最優秀選手 水野 晃樹（千葉） 

  ニューヒーロー賞 谷口 博之（川崎） 

 

‐4 第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会 
開催期間  1回戦  9月17日（日）、18日（月・祝） 

  2回戦  9月23日（土・祝）、24日（日） 

  3回戦  10月8日（日） 

  4回戦  11月4日（金・祝）、5日（日）、8日（水） 

  5回戦  12月9日（土）、16日（土） 
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  準々決勝  12月23日（土・祝） 

  準決勝  12月29日（金） 

  決勝  2007年1月1日（月・祝） 

開催場所  全国の競技場 

出場クラブ J1：18チーム 

  J2：13チーム 

  JFL：前期上位1チーム（Honda FC） 

  総理大臣杯全日本大学サッカー選手権大会：優勝チーム（立命館大学） 

  都道府県代表：47チーム 

成績  優勝 浦和レッズ 

  準優勝 ガンバ大阪 

  3位 鹿島アントラーズ 

  3位 コンサドーレ札幌 

 

‐5 J1・J2入れ替え戦 
開催期間  第1戦：12月6日（水） 

   第2戦：12月9日（土） 

開催場所  各クラブのホームタウン内競技場 

大会方式 J1における年間順位16位のクラブとJ2における年間順位3位のクラ

ブによる試合。 

出場クラブ アビスパ福岡（J1：16位） 

   ヴィッセル神戸（J2：3位） 

成績  J1昇格 ヴィッセル神戸 

  J2降格 アビスパ福岡 

 

‐6 オールスターサッカー 
J1 会員 18 クラブの中から、サポーター投票およびＪリーグ推薦により選出された選手に

よる東西対抗戦を有料で開催。なお、入場者実数は32,975人であった。 

 

大会名  2006JOMOオールスターサッカー 

開催期日  7月15日（土） 

開催場所  茨城県･県立カシマサッカースタジアム 

大会方式 J1 会員 18 クラブをホームタウン所在地により東西に分け、各クラブ

所属選手の中からファン投票により選手を選出。Ｊリーグ推薦選手と

合わせた32名の選手による東西対抗戦。 

出場選手   J-EAST    

 GK 野澤 洋輔（新潟）、土肥 洋一（FC東京）     

 DF 坪井 慶介（浦和）、中澤 佑二（横浜）、茂庭 照幸（FC東京）、 

 MF 阿部 勇樹（千葉）、内田 篤人（鹿島）、小笠原 満男（鹿島）、

 小野 伸二（浦和）、小林 大悟（大宮）、鈴木 慎吾（新潟）

FW  バレー（甲府）、久保 竜彦（横浜）、巻 誠一郎（千葉）、 

柳沢 敦（鹿島）、我那覇 和樹（川崎）     

 監督 アウトゥオリ（鹿島） 



         ‐７‐              平成 18 年度事業報告 

 J-WEST 

 GK 川口 能活（磐田）、西川 周作（大分） 

 DF 駒野 友一（広島）、宮本 恒靖（G大阪）、青山 直晃（清水）、 

MF  兵働 昭弘（清水）、遠藤 保仁（G大阪）、菊池 直哉（磐田）、 

  根本 裕一（大分）、藤本 淳吾（清水）、古橋 達弥（C大阪）、 

  中村 北斗（福岡） 

FW パウリーニョ（京都）、佐藤 寿人（広島）、 

玉田 圭司（名古屋）、中山 雅史（磐田） 

監督  シャムスカ（大分） 

成績  勝利チーム J-EAST（結果：4-1） 

MVP  中澤 佑二（横浜FM） 

敢闘賞  パウリーニョ（京都） 

MIP  巻 誠一郎（千葉） 

 

‐7  スーパーカップ  
日本サッカー界の2大タイトルを制したクラブの対戦による公式試合を有料で開催し、そ

の成績に応じて表彰を行った。なお、入場者実数は35,307人であった。 

 

大会名  2007ゼロックススーパーカップ 

開催期日  2007年2月24日（土） 

開催場所  東京・国立競技場 

大会方式  2006Ｊリーグチャンピオン(浦和レッズ) 

vs第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会準優勝（ガンバ大阪） 

成績     準優勝 浦和レッズ（結果：0-4）優勝 ガンバ大阪 

    

‐8 A3チャンピオンズカップ 
日本、中国、韓国の3カ国が集まり、東アジア最高のクラブチームを決定する公式試合を有料

で開催し、その成績に応じて表彰を行った。なお、総入場者実数は70,950人であった。 

 

開催期間  8月2日（水）、5日（土）、8日（火） 

開催場所  国立競技場 

大会方式  1回戦総当たりリーグ戦  全6試合 

出場クラブ ジェフユナイテッド千葉、ガンバ大阪、大連実徳（中国）、 

蔚山現代（韓国） 

成績  優勝 蔚山現代（韓国） 

  2位 ガンバ大阪 

  3位 ジェフユナイテッド千葉 

  4位 大連実徳（中国） 

 

‐9 Ｊサテライトリーグ 
若手選手育成のため、J1会員の18クラブとJ2会員10クラブの参加によるJサテライト

リーグを一部有料で開催した。 

 

大会名  2006Jサテライトリーグ 
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開催期間  3月12日（日）～11月19日（日） 

開催場所  主に各クラブのホームタウン内競技場等 

大会方式 J1会員18クラブと希望により参加したJ2クラブを6グループに分け、

各グループ内で 2 回戦総当りリーグ戦を実施。決勝トーナメントは実

施せず。 

出場クラブ J1会員18クラブ、J2会員10クラブ（計28クラブ） 

成績     Aグループ 1位 川崎フロンターレ 

    2位 ベガルタ仙台 

    3位 コンサドーレ札幌 

    4位 大宮アルディージャ 

    5位 浦和レッズ    

  Bグループ 1位 アルビレックス新潟 

    2位 FC東京 

    3位 モンテディオ山形 

    4位 鹿島アントラーズ 

    5位 ザスパ草津 

  Cグループ 1位 ジェフユナイテッド千葉 

                 2位 湘南ベルマーレ 

    3位 水戸ホーリーホック 

                 4位 柏レイソル 

  Dグループ 1位 横浜F・マリノス 

    2位 清水エスパルス 

    3位 名古屋グランパスエイト 

    4位 ジュビロ磐田 

    5位 ヴァンフォーレ甲府 

  Eグループ 1位 京都パープルサンガ 

    2位 セレッソ大阪 

    3位 アビスパ福岡 

    4位 ヴィッセル神戸 

    5位 サガン鳥栖 

  Fグループ 1位 ガンバ大阪 

    2位 サンフレッチェ広島 

    3位 愛媛FC 

    4位 大分トリニータ 

 

‐10 Ｊユースカップ 
高校生年代の第2種選手育成のため、J1会員18クラブ及びJ2会員12クラブ、日本クラ

ブユースサッカー連盟代表4クラブの参加によるＪユースカップを無料で開催した。 

 

大会名  Jユースサハラカップ2006第14回Jリーグユース選手権大会 

開催期間  予選リーグ 7月17日（月・祝）～11月19日（日） 

決勝トーナメント 1回戦 11月25日（土） 

2回戦 12月2日（土）、3日（日） 
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準々決勝 12月10日（日） 

準決勝 12月17日（日） 

決勝 12月24日（日） 

開催場所  予選リーグ 主に各クラブのホームタウン内競技場・練習場等 

決勝トーナメント 1回戦 日本平スタジアム 

2回戦 出場クラブホームスタジアム等 

準々決勝 フクダ電子アリーナ 

長居第2陸上競技場 

準決勝 長居第2陸上競技場 

決勝 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

大会方式 予選リーグ：参加クラブを7グループに分け、各グ

ループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当

たりリーグ戦 

決勝トーナメント：予選リーグを通過した 14 チー

ムに、日本クラブユースサッカー連盟代表の4チー

ムを加えた合計18チームによるトーナメント戦 

出場クラブ J1会員18クラブ、J2会員12クラブ 

日本クラブユース連盟代表4クラブ（決勝トーナメントより） 

成績（予選リーグ）Aグループ 1位 FC東京U-18 

    2位 横浜F・マリノスユース 

    3位 浦和レッドダイヤモンズユース 

    4位 ヴェルディユース 

     Bグループ 1位 大宮アルディージャユース 

    2位 ベガルタ仙台ユース 

    3位 コンサドーレ札幌ユース・U-18 

    4位 湘南ベルマーレユース 

  Cグループ 1位 ジェフユナイテッド千葉ユース 

    2位 鹿島アントラーズユース 

    3位 柏レイソルU-18 

    4位 アルビレックス新潟ユース 

  Dグループ 1位 川崎フロンターレU-18 

    2位 ヴァンフォーレ甲府ユース 

    3位 横浜FCユース 

    4位 水戸ホーリーホックユース 

    5位 モンテディオ山形ユース 

  Eグループ 1位 ガンバ大阪ユース 

    2位 名古屋グランパスエイトU-18 

    3位 サンフレッチェ広島F.Cユース 

    4位 清水エスパルス ユース 

  Fグループ 1位 アビスパ福岡U-18 

    2位 大分トリニータU-18 

    3位 ヴィッセル神戸ユース 

    4位 愛媛FCユース 
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  Gグループ 1位 ジュビロ磐田ユース 

    2位 セレッソ大阪U-18 

    3位 京都パープルサンガU-18  

    4位 サガン鳥栖U-18 

    5位 徳島ヴォルティスユース 

成績（決勝トーナメント）  優勝 サンフレッチェ広島F.Cユース 

    準優勝 FC東京U-18 

    3位 三菱養和SC（JCY） 

名古屋グランパスエイトU-18 

 

② 公式記録の作成、管理及び運用 
‐1 試合記録 

1及びJ2会員によるリーグ戦の試合等、公式試合・行事の記録の作成、保管及び管理をJ

リーグデータセンター（委託先：エス・アンド・アイ（株）、（株）Sente Communications）

にて行った。 

 

‐2 映像 
J1 及び J2 会員によるリーグ戦の試合等、公式試合・行事の映像の収録、保管、管理及び

販売ならびに選手肖像等の管理をＪリーグ映像(株)に委託し行った。 

 

‐3 静止画像 
J1 及び J2 会員によるリーグ戦の試合等、公式試合・行事の静止画像の収録、保管、管理

及び販売ならびに選手肖像等の管理を Ｊリーグフォト(株)に委託し行った。 

 

③ 表彰 
‐1 J.LEAGUE AWARDS（表彰式）の開催 

行事名  2006Jリーグアウォーズ 

開催期日  12月18日（月） 

開催場所  神奈川・横浜アリーナ 

受 賞 者  最優秀選手賞 田中マルクス闘莉王（浦和） 

  ベストイレブン 川口 能活（磐田）、田中マルクス闘莉王（浦和）、 

加地 亮 （G大阪）、山口 智（G大阪）、 

    鈴木 啓太（浦和）、阿部 勇樹（千葉）、 

    谷口 博之（川崎）、中村 憲剛（川崎）、 

    遠藤 保仁（G大阪）、ワシントン（浦和）、 

マグノ アウベス（G大阪） 

  得点王  ワシントン（浦和）、マグノ アウベス（G大阪） 

                                          新人王  藤本 淳吾（清水） 

                     フェアプレイ個人賞    山岸 智 （千葉）、根本 裕一（大分） 

                  最優秀監督賞 ブッフバルト（浦和） 

     優秀主審賞 上川 徹 

     優秀副審賞 廣嶋 禎数 

     Jリーグベストピッチ賞 平塚競技場 
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功労選手賞  小島 伸幸、相馬 直樹、澤登 正朗 

     優秀選手賞 山岸 範宏（浦和）、川口 能活（磐田）、 

       西川 周作（大分）、田中マルクス闘莉王（浦和）、 

       坪井 慶介（浦和）、中澤 佑二（横浜FM）、 

       青山 直晃（清水）、加地 亮（G大阪）、 
       シジクレイ（G大阪）、山口 智（G大阪）、 
       三都主 アレサンドロ（浦和）、鈴木 啓太（浦和）、 
       長谷部 誠（浦和）、ポンテ（浦和）、 

山田 暢久（浦和）、小林 大悟（大宮）、 
    阿部 勇樹（千葉）、谷口 博之（川崎）、 

    中村 憲剛（川崎）、藤本 淳吾（清水）、 

遠藤 保仁（G大阪）、二川 孝広（G大阪）、 

ワシントン（浦和）、我那覇 和樹（川崎）、 

ジュニーニョ（川崎）、播戸 竜二（G大阪）、 

マグノ アウベス （G大阪）、佐藤 寿人（広島） 

     優秀新人賞 内田 篤人（鹿島）、藤本 淳吾（清水）、 

       中村 北斗（福岡） 

表彰  最優秀選手賞 賞金2,000,000円、ブック型楯、 

ファーストクラスで行くカリブ海クルーズペアの

旅、ゴールデンボールトロフィー 

     ベストイレブン 賞金1,000,000円、ブック型楯、 

シルバーボールトロフィー 

     得点王  賞金1,000,000円、ブック型楯、 

ゴールデンシューズトロフィー、 

       プラチナ/ダイヤモンドピンブローチ、 

     新人王  賞金500,000円、ブック型楯、 

オリジナル高級腕時計（ティファニー製）、 

       オリジナル純金メダル＆ブック型表彰楯 

     フェアプレイ個人賞 賞金500,000円、楯 

最優秀監督賞 賞金1,000,000円、ブック型楯、 

キヤノンデジタルビデオカメラiVIS HV10、 

ロレックスGMTマスターⅡ、 

       ジュニアスイートルームペアご宿泊券 

     優秀主審賞 海外研修旅行、ブック型楯、 

ホイッスルタイプクリスタルトロフィー、 

       24K（純金）ホイッスル 

     優秀副審賞 海外研修旅行、ブック型楯、 

銀製アシスタントレフェリーフラッグシールド 

     Jリーグベストピッチ賞 楯 

     優秀選手賞 記念メダル（18K） 

     優秀新人賞 記念メダル（18K） 

     功労選手賞 楯、腕時計 
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‐2 リーグ戦成績及びリーグカップ戦成績に対する表彰 
■2006J1リーグ戦 

優勝 浦和レッズ  賞金200,000,000円、Jリーグ杯、 

日本サッカー協会会長杯、記念品、 

チャンピオンフラッグ 

2位 川崎フロンターレ  賞金100,000,000円、Jリーグ杯 

3位 ガンバ大阪  賞金80,000,000円 

4位 清水エスパルス  賞金60,000,000円 

5位 ジュビロ磐田  賞金40,000,000円 

6位 鹿島アントラーズ  賞金20,000,000円 

7位 名古屋グランパスエイト 賞金10,000,000円 

 

■2006J2リーグ戦 

優勝 横浜FC   賞金20,000,000円、Jリーグ杯 

準優勝 柏レイソル  賞金10,000,000円、Jリーグ杯 

 

■2006Jリーグヤマザキナビスコカップ 

優勝 ジェフユナイテッド千葉 賞金100,000,000円、Jリーグ杯、メダル、 

     ヤマザキナビスコカップ 

2位 鹿島アントラーズ  賞金50,000,000円、楯、メダル 

3位 横浜F・マリノス  賞金20,000,000円、楯 

3位 川崎フロンターレ  賞金20,000,000円、楯 

最優秀選手 水野 晃樹（千葉） 賞金1,000,000円、クリスタルオーナメント 

ニューヒーロー賞 谷口 博之（川崎）賞金500,000円、クリスタルオーナメント 

 

‐3 その他の表彰 
■2006JOMOオールスターサッカー 

勝利チーム J-EAST   JOMOオールスターサッカー杯 

MVP  中澤 佑二（横浜FM） 賞金1,000,000円、 

クリスタルトロフィー、 

     フォードフォーカス2.0 

敢闘賞  パウリーニョ（京都） 賞金500,000円、クリスタルトロフィー、 

        ヤマザキナビスコ製品1年分 

MIP  巻 誠一郎（千葉） 賞金1,000,000円 

 

■2007ゼロックススーパーカップ 

優勝  ガンバ大阪  賞金30,000,000円、 

ゼロックススーパーカップ、メダル 

準優勝  浦和レッズ  賞金20,000,000円、メダル 

 

■Ｊユースカップサハラカップ2006第14回Ｊリーグユース選手権大会 

優勝  サンフレッチェ広島F.Cユース Jユースカップ、サハラカップ、 

朝日・日刊杯、メダル 



         ‐１３‐              平成 18 年度事業報告 

準優勝 FC東京U-18   朝日・日刊杯、メダル 

3位 三菱養和SC   朝日・日刊杯 

3位 名古屋グランパスエイトU-18 朝日・日刊杯 

 

(2) プロサッカーに関する諸規約の制定 
① プロサッカーに関する諸規約の制定 

‐1 Ｊリーグ規約及びそれに付随する諸規程の改訂 
定款の内容を補完することを目的とするリーグ規約及びそれに付随する諸規程の改訂作

業を行った。 

 

■諸規程の追加及び変更（主な変更内容） 

① 定款･･･〔役員〕理事の人数を変更 
② Jリーグ規約･･･〔入会〕準加盟クラブを定義 
③ Jリーグ規約･･･〔テレビ・ラジオ放送権〕公衆送信権の定義の明確化にともなう変更 
④ ドーピング禁止規定･･･禁止物質以外に禁止方法等も該当することになり、それにと
もなう変更 

⑤ Jリーグ試合実施要項･･･〔広告看板等の設置〕電光掲示板導入にともなう各種変更 
⑥ J リーグ試合実施要項･･･〔アクレディテーションカード（AD 証）〕OFFICIAL AD の通
行エリア見直しにともなう新カテゴリーの追加 

⑦ J リーグヤマザキナビスコカップ試合実施要項…今年度の大会方式と予選リーグのグ
ループ分け決定等 

⑧ Jサテライトリーグ試合実施要項･･･今年度の大会方式とグループ分け決定等 
⑨ Jリーグ準加盟規程を新しく制定 

 

‐2   規約規程集の発行 
定款、規約及び諸規程、試合実施要項等を記載した規約規程集を作成し、サッカー関係者、

マスコミ等を対象に有料で発行した。 

 

(3) プロサッカー選手、監督及び審判員等の養成、資格認定及び登録 
① プロサッカー選手、監督及び審判員等の養成、資格認定及び登録 

‐1 プロサッカー選手の資格認定及び登録 
本リーグのプロサッカー選手を対象に、（財）日本サッカー協会発行の選手契約書等によ

る契約など資格要件に沿って選手登録を行った。 

 

‐2 プロサッカー選手のための研修会等の開催 
新加入選手を対象に新人研修会を実施するほか、Ｊリーグの理念の訴求やルール徹底のた

め、全選手を対象に講習会を行った。 

 

研修会名  2006Jリーグ新人研修会 

開催期日  2006シーズン 

対象者  2006年のＪ1及びJ2会員の新加入選手（初めてプロ契約を締結する者） 

会場  各ホームタウン 

その他  各クラブにて、2回のボランティア活動を実施。 
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研修会名  2007Jリーグ新人研修会 

開催期日  2007年2月1日（木）3日（土） 

対象者 2007年のＪ1及びJ2会員の新加入選手及び、前回まで新人研修会に参

加していない新加入選手 

会場  福島・Jヴィレッジ 

 

研修会名  ルール講習会 

開催期日  2007年2月 

対象者  J1及びJ2会員クラブの選手、監督、コーチ等 

会場  J1及びJ2会員クラブのクラブハウスあるいは合宿地 

 

‐3 Jリーグ・アカデミーの推進 
Jリーグ・アカデミー認定21クラブを中心に、地域とのネットワークの構築や効果的な指

導体制の確立及び、さまざまな調査と研究など効果を上げてきた活動について全Jクラブ

へ横展開を実施した。 

① アカデミーリーグの企画立案及び試行 
② 地域とのネットワーク作り活動の促進 
③ 育成情報のデータベース化 
④ 育成下部組織指導者養成研修会等の実施 
⑤ 育成に関する調査研究、視察等の実施 

 

‐4 プロサッカーの監督及びコーチの養成及び登録 
Jリーグ規約に従って、Jクラブの監督及びコーチの資格要件を確認し、Jリーグへの登録

を行うとともに、J クラブが新規に契約する外国人監督の資格審査申請の窓口となり、

（財）日本サッカー協会の承認を受け、Jリーグへの登録を行った。また、（財）日本サッ

カー協会の各種指導者研修会、監督会議等を開催し、指導者の育成や技術指導を行った。 

 

研修会名  (財)日本サッカー協会 公認Ｓ級コーチ養成講習会 

開催期日  8月～2007年3月 

対象者  （財）日本サッカー協会が選定した指導者 

会場  福島・Ｊヴィレッジ他 

 

研修会名  （財）日本サッカー協会 公認C級コーチ養成講習会（計2回） 

開催期日  ①11月17日（金）～22日（水）、②2007年1月10日（火）～15日（日） 

対象者  ①Ｊクラブ下部組織指導者他、②Ｊリーグ選手協会会員選手およびOB 

会場  ①福島・Ｊヴィレッジ、②静岡・ヤマハリゾートつま恋 

 

研修会名  （財）日本サッカー協会 公認キッズリーダーインストラクター 

養成講習会 

開催期日  2006年6月27日（火）～29日（木） 

対象者  Jクラブ下部組織指導者他 

会場  静岡・時之栖スポーツセンター 
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研修会名  監督会議（計2回） 

開催期日  シーズン終了後 12月18日（月） 

   シーズン前 2007年2月23日（金） 

対象者  Ｊ1及びJ2会員の監督 

会場  シーズン終了後 神奈川・新横浜プリンスホテル 

   シーズン前 東京プリンスホテルパークタワー 

 

研修会名  ユース・ジュニアユース監督会議 

開催期日  2007年2月26日（月） 

対象者  Ｊ1及びJ2会員のユース及びジュニアユース監督 

会場  JFAハウス 

 

研修会名  Jリーグ・アカデミー コーチングワークショップ 

開催期日  第1回 10月24日（火） 

第2回  11月28日（火）～29日（水） 

第3回  12月6日（水） 

対象者  Ｊ1及びJ2会員の育成年代指導者他 

会場  第1回 愛知県・トヨタスポーツセンター 

第2回 福島県・Jヴィレッジ 

第3回 大分県・大分スポーツ公園内サッカー・ラグビー場 

 

研修会名  2006年度Jリーグ育成・下部組織指導者研修会 

（キッズ年代の指導者向け） 

開催期日  10月30日（月）～11月1日（水） 

対象者  J1及びJ2会員のキッズ年代の指導者他 

会場  新潟・あてま高原リゾート「ベルナティオ」 

 

研修会名  2006年度Jリーグ育成・下部組織指導者研修会 

（ジュニア年代の指導者向け） 

開催期日  2007年3月5日（月）～7日（水） 

対象者  J1及びJ2会員のジュニア年代の指導者他 

会場  静岡・時之栖スポーツセンター 

 

研修会名  2006年度Jリーグ育成・下部組織指導者研修会（GKコース） 

開催期日  西日本 2007年3月13日（火）～14日（水） 

   東日本 2007年3月15日（木）～16日（金） 

対象者  J1及びJ2会員の育成年代の指導者他 

会場  西日本 愛知県・トヨタスポーツセンター 

   東日本 埼玉県・レッズランド 

 

‐5 プロサッカーの審判員の養成及び登録 
J リーグの主催試合の審判員に対する資格要件に沿って、主審、副審を登録した。また審
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判員の技術向上を目的として各種研修会を実施した。 

 

研修会名  Ｊリーグ担当審判員合同研修会（計2回） 

開催期日  5月4日（木・祝）、10月9日（月・祝） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場  東京 

 

研修会名  主審研修会（計4回） 

開催期日  4月2日（日）、6月11日（日）、9月3日（日）、11月3日（金・祝） 

対象者  Ｊリーグ担当主審 

会場  東京、横浜 

 

研修会名  副審研修会 

開催期日  2007年3月24日（土） 

対象者  Ｊリーグ担当副審 

会場  横浜 

 

研修会名  レフェリング分析（計35回） 

開催期日  Jリーグ戦 ほぼ毎節1試合 

 

研修会名  Ｊリーグ担当審判員開幕前研修会 

開催期日  2007年2月24日（土）～2月25日（日） 

対象者  Ｊリーグ担当審判員 

会場  東京・国立競技場、JFAハウス 

 

研修会名  スペシャルレフェリー（SR）キャンプ 

開催期日  3月～11月（ほぼ隔週） 

対象者  スペシャルレフェリー（SR） 

会場  静岡、横浜、東京 

 

‐6 レフェリング分析のインターネット配信（JRSS～J.League Referee Supporting System） 
J リーグ担当審判員のレフェリングの質を高めることを目的に、J リーグ担当審判員に向

けてインターネットを使用した情報配信を行った。 

 

    ② マッチコミッショナーの任命 

サッカーの試合の運営、競技、競技場施設等、試合における全てを管理するマッチコ   

ミッショナーを任命し、心得、任務に伴う諸事項の最終確認のため研修会を実施した。 

 

研修会名  マッチコミッショナー研修会 

開催期日  8月20日（日） 

対象者  2006Ｊリーグマッチコミッショナー 

会場  JFAハウス 
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研修会名  マッチコミッショナー開幕前研修会 

開催期日  2007年2月24日（土）～25日（日） 

対象者  2007Ｊリーグ担当マッチコミッショナー 

会場  JFAハウス 

 

(4) プロサッカーの試合の施設の検定及び用具の認定 
① プロサッカーの試合の施設の検定及び用具の認定 

‐1 競技場施設の検査・公式試合開催指定競技場の指定 
高水準のサッカーの試合及び試合運営を行うため、競技場検査要項に基づき、使用予定の

競技場を検査し、公式試合開催指定競技場を指定した。 

 

札幌ドーム、札幌厚別公園競技場、室蘭市入江運動公園陸上競技場、函館市千代台公園陸上競技場、

ユアテックスタジアム仙台、山形県総合運動公園陸上競技場、県立カシマサッカースタジアム、ひ

たちなか市総合運動公園陸上競技場、笠松運動公園陸上競技場、群馬県立敷島公園県営陸上競技場、

さいたま市浦和駒場スタジアム、埼玉スタジアム2002、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場、フクダ
電子アリーナ、市原臨海競技場、日立柏サッカー場、柏の葉公園総合競技場、味の素スタジアム、

国立競技場、西が丘サッカー場、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場、等々力陸上競技場、

日産スタジアム、横浜市三ツ沢公園球技場、平塚競技場、山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場、松

本平広域公園総合球技場、新潟スタジアム（ビッグスワン）、新潟市陸上競技場、石川県西部緑地公

園陸上競技場、日本平スタジアム、静岡スタジアム エコパ、ヤマハスタジアム（磐田）、名古屋市

瑞穂陸上競技場、豊田スタジアム、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場、万博記念競技

場、大阪長居スタジアム、神戸ウイングスタジアム、岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム、広島

ビッグアーチ、広島スタジアム、徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場、愛媛県総合運動公園陸上競

技場、東平尾公園博多の森球技場、鳥栖スタジアム、九州石油ドーム、鹿児島県立鴨池陸上競技場 
 

‐2 用具の認定 
高水準のサッカーを行うため、モルテン製『+（プラス）チームガイスト TM』を公式試合の

試合球として認定を行った。 

 

(5) 放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及 
① プロサッカーの試合のテレビ放送等に関する契約 

‐1 テレビ放送等に関する契約 
リーグ戦その他公式試合のテレビ放送について、NHK他（地上波、BS波、CS波）と放送権

契約を行った。 

 

(6) サッカー及びサッカー技術に関する調査、研究及び指導 
① 各種委員会等による研修の実施 

‐1 管理スタッフ教育のための研修 
管理スタッフの教育・育成のため、各種委員会等で必要に応じ、国内外において研修を行

った。 

 

研修会名  広報研修会 

開催期日  10月23日（月）～24日（火） 

対象者  Ｊ1及びJ2会員の広報担当者 

会場  JFAハウス 
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研修会名  Jリーグ・アカデミー海外研修会 

開催期日  8月23日（水）～9月3日（日） 

対象者  育成センター長  

研修先  ブラジル 

 

研修会名  ドーピングコントロール研修会 

開催期日  2007年1月14日（日） 

対象者  ドーピングコントロール委員会、コーディネーター他 

会場  JFAハウス 

 

研修会名  チームドクター研修会（計2回） 

開催期日  2006年8月13日（日）、2007年1月21日（日） 

対象者  J1及びJ2会員チームドクター 

会場  JFAハウス 

 

 研修会名  JリーグGM講座 

 開催期日  2007年3月27日（火）～28日（水） 

 会場  JFAハウス 

 

‐2 サッカーに関する情報収集のための研修 
サッカー及びそれに伴う事業に関する情報収集のため、調査を実施した。 

       

調査内容  スタジアム観戦者調査 

調査期間  7月～11月  

調査協力者 中澤眞（筑波大学）、原田宗彦（早稲田大学）、高橋義雄（名古屋大学）、 

藤本淳也（大阪体育大学） 

調査実施場所 リーグ戦開催スタジアム 

   

② ドーピングテストの実施 
‐1 ドーピングテストの実施 

選手が薬物の使用等により不正に競技能力を高めることを防止するため、J リーグの公式

試合においてドーピングテストを実施した。 

 

③ サッカーの施設充実及び運営に関する研究 
‐1 セキュリティ研究会の開催 
  （未開催） 

   

‐2 新・スタジアム基準プロジェクトの開催 
プロジェクト立ち上げのための、調査および会議を行った。 

 

④ クラブ経営状態の調査及び指導 
主として経営諮問委員会によりクラブ経営に関する調査・分析を行い、健全なクラブ       
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経営を確立するための指導をした。 

 

⑤ 準加盟クラブ資格審査及び指導 
‐1 準加盟クラブの認定 

将来Jリーグ会員になることを具体的な目標とするクラブより申請を受け、審査した結果、

一定の基準を満たしたと判断し、準加盟クラブを認定した。 

 

■準加盟クラブ ロッソ熊本、栃木SC、ガイナーレ鳥取、FC岐阜（以上、JFL所属） 

 

‐2 セミナーの開催 
準加盟を目指すクラブ向けに、セミナーを開催した。 

 

開催期日  7月1日（土）、2日（日） 

対象者  Ｊリーグ準加盟を目指すクラブ、団体の職員他 

会場  東京・国立競技場、JFAハウス 

 

⑥ マーケティングの分野における調査研究及び研修の実施 
‐1 マーケティング調査研究の実施 

スタジアム観戦者調査等を実施し、各クラブのマーケティング活動を支援した。また、 

海外（主に米国）のマーケティングやスポンサーシップ事例を調査し、オフィシャルスポ

ンサーや各クラブとの活動に応用した。 

 

‐2 マーケティング研修会等の実施 
効果的なマーケティング活動を展開するため、J リーグならびにクラブのスタッフを対象

とした研修会等を実施した。 

 

(7) プロサッカー選手、監督及び関係者の福利厚生事業の実施 
① プロサッカー選手、監督及び関係者の福利厚生事業の実施 

‐1 プロサッカー選手を対象としたファミリー労働災害補償保険の付保 
プロサッカー選手を対象に、福利厚生事業の一環として死亡及び後遺障害に対し、ファミ

リー労働災害補償保険の付保を行った。 

 

‐2 プロサッカー選手のセカンドキャリアへの支援 
J リーグキャリアサポートセンターが、プロサッカー選手及び引退者を対象として、現役

引退後に新たな職業に就くための支援活動を行った。 

 

(8) サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 
① サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 

‐1 国際大会への参加 
アジアサッカー連盟主催のAFCチャンピオンズリーグ2006にガンバ大阪（2005年Jリー

グチャンピオン）、東京ヴェルディ1969（第84回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝）

が一次リーグから出場したが、両クラブとも一次リーグにて敗退。 

AFCチャンピオンズリーグ2007に浦和レッズ（2006年Jリーグチャンピオン）、川崎フロ
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ンターレ（2006年Jリーグ2位）が予選ラウンドから出場した。 

 

■AFCチャンピオンズリーグ2006 

グループE ガンバ大阪 

期日 4月12日（水） 

場所 万博記念競技場 

対戦 ガンバ大阪 vs 大連実徳（中国） 

結果 ガンバ大阪（3-0）大連実徳（中国） 

   

期日 4月26日（水） 

場所 全州（中国） 

対戦 大連実徳（中国）vs ガンバ大阪 

結果 大連実徳（2-0）ガンバ大阪 

 

期日 5月3日（水） 

場所 万博記念競技場 

対戦 ガンバ大阪 vs 全北現代（韓国） 
結果 ガンバ大阪（1-1）全北現代（韓国） 

 

期日 5月17日（水） 

場所 ダナン（ベトナム） 

対戦 ダナン（ベトナム）vs ガンバ大阪  
結果 ダナン（1-5）ガンバ大阪 

 

グループF 東京ヴェルディ1969 

期日 5月3日（水） 

場所 蔚山（韓国） 

対戦 蔚山現代（韓国）vs 東京ヴェルディ1969 

結果 蔚山現代（1-0）東京ヴェルディ1969 

 

■AFCチャンピオンズリーグ2007 

グループE 浦和レッズ 

期日 2007年3月7日（水） 

場所 埼玉スタジアム2002 

対戦 浦和レッズ vs  ペルシク・ケディリ（インドネシア） 

結果 浦和レッズ（3-0）ペルシク・ケディリ（インドネシア） 

   

期日 2007年3月21日（水） 

場所 シドニー・オーストラリア 

対戦 シドニーFC vs  浦和レッズ 

結果 シドニーFC（2-2）浦和レッズ 

 

グループＦ 川崎フロンターレ 
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期日 2007年3月7日（水） 

場所 マラン・インドネシア 

対戦 アレマ・マラン vs  川崎フロンターレ  

結果 アレマ・マラン（1-3）川崎フロンターレ 

 

期日 2007年3月21日（水） 

場所 等々力陸上競技場 

対戦 川崎フロンターレ vs  バンコク・ユニバーシティー（タイ） 

結果 川崎フロンターレ（1-1）バンコク・ユニバーシティー（タイ） 

 

‐2  国際親善試合の実施 

■2006Jリーグプレシーズンマッチ結果一覧 

日時 対戦カード 競技場 結果 

7月31日（月） 浦和レッズ vs バイエルン・ミュンヘン（ドイツ） 埼玉スタジアム2002 1-0 

8月3日（木） 横浜F・マリノス vs セルティック（スコットランド） 日産スタジアム 3-0 

8月4日（金） アルビレックス新潟 vs セビリアFC（スペイン） 新潟市陸上競技場 0-6 

8月6日（日） ジュビロ磐田 vs セビリアFC（スペイン） 静岡スタジアム エコパ 2-3 

8月6日（日） 大分トリニータ vs 慶南FC（韓国） 九州石油ドーム 3-0 

 

■2007Jリーグプレシーズンマッチ結果一覧 

日時 対戦カード 競技場 結果 

2007年2月12日（月・祝） 大分トリニータ vs 上海申花SVA（中国） 九州石油ドーム 1-0 

   

■Jリーグ選抜（U‐15）がブラジル遠征し、ブラジル‐日本友好カップに参加した。 

期間 8月21日（月）～31日（木） 

場所 ブラジル、リオ・デ・ジャネイロ、ジーコ・サッカーセンター等 

 

(9) サッカーをはじめとするスポーツの振興及び援助 
① Jリーグ設立趣旨の具現化の推進 

‐1 各クラブの活動状況の実状及び計画に関する調査とそのフォロー 
J リーグの設立趣旨の具現化に向けた各クラブの活動状況の実情及び計画を調査し、それ

に基づいて、各クラブが関連自治体及び地域サッカー協会等と一体となって『地域に根ざ

したスポーツクラブ作り』を行うよう指導するとともに、各クラブに対しその活動のため

の支援を行った。併せて、Jリーグ設立趣旨の全国への浸透を図った。 

 

‐2 地域スポーツ振興への支援  
各クラブが主体となり、活動区域においてその地域のスポーツ振興のためにサッカー（一

部除く）以外のスポーツを開催する場合、1行事につき200万円を上限として支援した。 

 

期間 
主催 

クラブ 
内容 

通年 山形 「スポーツ山形21女子駅伝チーム」を保有し、活動を行う 

通年 水戸 自由参加のバレーボール教室 

通年 浦和 自由参加のテニス教室 

通年 FC東京 「男子バレーボールチーム」を保有し、活動を行う 
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通年 東京V 「男子バレーボールチーム」を保有し、活動を行う 

通年 東京V 「トライアスロンチーム」を保有し、活動を行う 

通年 湘南 「ビーチバレーチーム」を保有し、活動を行う 

通年 湘南 「女子ソフトボールチーム」を保有し、活動を行う 

通年 広島 幼児～一般を対象としたスポーツクラブ（バドミントン、サ

ッカー、バレーボール、バスケットボール、テニス） 

通年 福岡 視覚障害者サッカーチームに監督・コーチを派遣し、支援活

動を行う 

通年 大分 「リトルシニアベースボールチーム」を保有し、活動を行う 

4月～6月、9月～12月 浦和 18 歳以上で女性を 2 名含んだチーム、ならびに 30 歳以上で

40歳以上を2名含んだチームによるフットサルリーグ 

4月1日～12月10日 湘南 「トライアスロンチーム」を保有し、活動を行う 

4月～2007年2月 湘南 小学生以上を対象としたビーチサッカー大会 

4月15日、16日 札幌 小学生を対象とした競技者向けスキー教室および大会 

4月26日～6月21日 新潟 一般を対象としたランニング教室 

5月～2007年3月 甲府 幼児、女性およびシニアを対象としたフットサル教室 

5月～12月 新潟 小学生以上を対象としたゲートボール教室 

6月～12月 新潟 小学生、中学生、高校生を対象としたバスケットボール教室 

6月11日 甲府 小学 6 年生までの児童・生徒とその保護者を対象としたバレ

ーボール教室 

6月14日 新潟 新潟市在住の方を対象としたゲートボール大会 

6月25日 湘南 小学生以上を対象としたビーチラン、オーシャンスイム、ビ

ーチフラッグスの大会 

7月～2007年2月 札幌 小学2年生から中学2年生を対象としたスポーツスクール（ウ

ォーキング、MTB、フットサル、トレッキング、登山、カーリ

ング、スキー、スノーボード、リュージユースケルトン、ス

ケート等） 

7月15日～12月17日 仙台 宮城県内の障害者および健常者を対象としたサッカー教室 

7月16日 大分 小学生以上を対象としたビーチサッカー大会 

7月17日 神戸 神戸市内の親子を対象としたバドミントンとフリンゴの教室 

7月22日 名古屋 小学 3 年生から 6年生を対象としたフラッグフットボール教

室 

7月22日、23日 千葉 親子（小学生と父母）を対象としたスポーツ合宿（サッカー、

キャンプ、ゴルフ） 

7月30日、8月23日 京都 小学生女子を対象としたサッカー教室 

7月30日～10月29日 新潟 小学生以上を対象としたスキー・スノーボード競技者向け教

室 

7月31日 仙台 女子中学生を対象としたサッカー教室 

8月5日 神戸 日頃運動習慣のある健康な方が障害者スポーツを体験する大

会 

8月12日 C大阪 視覚障害者サッカーチームによる親善サッカー大会 

8月22日 千葉 小学生を対象としたフラッグフットボールとサッカーの教室 

8月26日 大分 小学生を対象としたタグラグビー教室 

9月2日、3日 神戸 障害者、健常者が一緒に試合を行うサッカー親善大会 

9 月 2 日、29 日、10 月 15

日 

新潟 小学生以上を対象としたスキー競技者向け教室 

9 月 4 日～11 月 27 日、12

月11日～2007年3月19日 

京都 小学生以上の女子を対象としたサッカー教室 

9月13日、10月25日、12

月26日 

仙台 宮城県内の高齢者とその家族を対象とした健康体操教室 

9月17日 新潟 一般を対象としたウォーキングとフロアカーリングの大会 

10月13日 新潟 一般を対象としたゲートボール大会 

11月13日 磐田 一般を対象としたマラソン大会 

11月18日、19日 千葉 市原市在住の家庭婦人で編成されたチームによるバレーボー

ル大会 
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12月9日、10日 鹿島 小学生を対象としたミニバスケットボール大会 

12月10日 湘南 小学4年生から6年生を対象とした駅伝競走大会 

12月16日、17日 神戸 小学5年生から中学3年生の16名以上で構成される女子チー

ムによるサッカー大会 

2007 年 1月28日、2月12

日、3月21日 

新潟 小学生、中学生、高校生を対象としたスキー競技者向け教室 

 

‐3 地域ボランティア活動への支援 
1） 各クラブが主体となり、（財）さわやか福祉財団の協力で活動区域の老人ホームを訪問す
るボランティア活動「サッカーさわやか広場」の支援を行った。 

2） Jリーグ選手協会が主体となり、各クラブホームタウンでJ．LEAGUERS’WEEKと題したボ
ランティア活動を実施し、その支援を行った。 

 

(10) 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及 
① 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及 

‐1 プロサッカーの試合開催の告知 
プロサッカーの試合の日時、対戦カード、開催会場等の告知をテレビ、ラジオ、新聞、雑

誌、インターネット等の媒体を通じて行った。 

 

‐2 Jリーグの理念の告知 
J リーグの理念をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット、スタジアムの大型映像

等の媒体を通じて告知し、一般大衆に理念を浸透させた。また、J リーグ百年構想のイメ

ージキャラクター「Mr.ピッチ」を地域スポーツの振興活動に派遣し、PRを行った。 

 

‐3 Jリーグに関する広報誌の発行 
J リーグ及び各クラブの動向をサッカー関係者、マスコミ等に伝えることを目的とした広

報誌「Jリーグニュース」、「Jリーグガイド」を発行し、無償配布した。 

 

‐4 Jリーグに関する海外向けの広報誌の制作及びコンピューターネットワークによる情報提供 
J リーグの活動、J リーグにおける外国籍選手の活躍等の情報を海外のマスコミ、サッカ

ー関係者に伝えることを目的とした英語版「J リーグガイド」、「J リーグニユース」を発

行した。Jリーグの国際的な認知度を高めることを目的としてインターネットにJリーグ

の情報を提供した。 

 

‐5 Jリーグに関する出版物の発行 
1） J リーグに関するインフォメーション活動の一環として、大会趣旨、日程及び競技場紹介
等プロサッカーに関する情報を掲載した『Ｊリーグオフィシャルファンズガイド2007』お

よび前年度の公式試合の記録集である『Ｊリーグイヤーブック 2007（公式記録集）』を発

行した。 

2） ビデオ『Ｊリーグ公式ビデオ』（Ｊリーグ映像(株)発行）、『Ｊリーグカレンダー』（Ｊリー
グフォト(株)発行）等の監修、Jリーグ主催試合の公式プログラム等の発行を行った。 

 

‐6 Jリーグに関する情報サービス 
1） J リーグに関するインフォメーション活動の一環として、日程、チケット情報、クラブ情
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報及びその他プロサッカーに関する情報のテレフォンサービス、及び携帯インターネット

サービスを『J‘s GOAL』を通じて行った。（テレフォンサービス委託先：（株）ベルシス

テム24、携帯インターネットサービス委託先：（株）Ｊリーグエンタープライズ） 

2） インターネット（委託先：Jリーグ映像（株））を通じて情報サービスを行った。 
3） 『Ｊリーグオフィシャルファンズガイド 2007』及び『Ｊリーグイヤーブック 2007（公式
記録集）』を主要メディアに無償配布した。 

    

‐7 Jリーグに関する活動についての説明会の実施 
J リーグの活動やサッカーという競技をマスコミ関係者により深く理解してもらうために、

「2007Ｊリーグプレスカンファレンス」の開催をはじめとした説明会及び懇談会を実施し

た。 

 

(11) その他目的を達成するために必要な事業 
① プロサッカーに関するスポンサー及びサプライヤー契約 

‐1 スポンサー及びサプライヤー契約 
本年度のスポンサー契約締結企業は以下のとおり。 

 

■オフィシャルスポンサー 

カルビー（株）、キヤノン（株）／キヤノンマーケティングジャパン（株）、サントリー（株）、 

（株）ジャパンエナジー、UFJニコス（株）、コナミ（株）、（株）アイデム、 

（株）平和、GEコンシューマー・ファイナンス（株） 

■ネットワークパートナー 

東日本電信電話（株）、西日本電信電話（株） 

■Jリーグ百年構想パートナー 

朝日新聞社  

■リーグカップ戦スポンサー 

ヤマザキナビスコ（株） 

■冠スポンサー 

富士ゼロックス（株）、（株）ジャパンエナジー 

■90°システム広告スポンサー 

サントリー（株）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 

■ユニフォームサプライヤー    

（株）アシックス、アディダスジャパン（株）、（株）デサント、（株）ナイキジャパン、 

プーマアパレルジャパン（株）、プーマジャパン（株）、ミズノ（株）、 

（株）ディアドラ・ジャパン、(株)エスエスケイ、（株）ドリブルジャパン、 

（株）クリムゾン、ファイテン（株）、（株）フェニックス、（株）ROYAL 

■エクイップメントサプライヤー 

（株）モルテン 

■審判用品サプライヤー 

プーマアパレルジャパン（株）、プーマジャパン（株）、 

 2007年1月1日～アディダスジャパン（株） 

■レフェリーウォッチサプライヤー 

アディダスジャパン（株） 
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■Jユースカップ冠スポンサー 

タイガー魔法瓶（株） 

 

② 共同事業に関するスポンサー及びサプライヤー契約 
‐1 共同事業に関するスポンサー及びサプライヤー契約 

J リーグと共同事業を行う企業とともに J リーグの定款目的に賛同する企業を対象に、J

リーグのスポンサー及びサプライヤーとしての交渉及び契約を行った。 

 

③ プロサッカーに関する商標等の登録・管理及びそれらを使用した商品の製作販売 
‐1 商標の登録・管理 

Jリーグに関するマーク、デザイン等を保護するため、商標登録を行い、管理した。 

 

‐1  Jリーグのマーク、デザイン等を使用した商品の製作販売 
J リーグのマーク、デザイン等を使用した商品の製作、販売を(株)J リーグエンタープラ

イズ等を通じて行った。 

 

‐2 データ事業 
公式試合を分析、個々のプレー等をデータベース化し、各種データを編集、販売した。（ラ

イセンス契約先：（株）博報堂DYメディアパートナーズ） 

 

④ その他目的を達成するために必要な事業 
‐1 Jヴィレッジ及びJリーグ関連3社への運営参画 

福島県にあるサッカートレーニング施設・Ｊヴィレッジ（（株）日本フットボールヴィレ

ッジ）の運営に（財）日本サッカー協会と共同で参画することにより、日本サッカーの強

化・普及に寄与した。 

 

■株式保有（全株式の20％以上）をしている営利企業 

名称：  （株）ジェイリーグエンタープライズ 

事務所所在地： 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス9階 

資本金：  36,000,000円 

事業内容： Jリーグ、Jクラブ、及びサッカー日本代表のロゴ・キャラクター等を

使用した商品の開発、販売及びサブライセンスの管理、サッカーに関

する広告・宣伝業務等を行う。 

役員数：  12名 

代表者：  豊島 吉博 

従業員数：  9名 

当該公益法人が保有する株式数及びその割合： 27,000株／37.5％ 

保有する理由： J リーグ経営基盤拡大等の見地から、当社の設立意義、業務形態等を

勘案し、平成7年3月に増資された際に発行株式総数の33.3％を保有

した。平成11年1月横浜フリューゲルス消滅に伴い、運営会社全日空

スポーツ（株）の保有株式の譲渡を受け、Jリーグの保有比率は37.5％

となった。平成11年3月、当社はJリーグとの間で、商品化権に関す

る基本契約を締結し、Jリーグ並びにJクラブの名称、ロゴ、マーク、
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商標等を使用する権利を取得し、業績拡大の礎を築いた。 

当該公益法人と当該営利企業との関係：役員兼任1名、業務委託及び商品化権料受領 

 

名称：  ジェイリーグフォト（株） 

事務所所在地： 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス9階 

資本金：  30,000,000円 

事業内容： J リーグ公式試合等の静止画像（スチール写真）を記録・保存し、質

の高いサッカー写真の提供サービスを行う。また、スチール写真を一

括管理することで選手・監督・コーチ等の肖像権を守る役割も担う。 

役員数：  12名 

代表者：  豊島 吉博 

従業員数：  4名 

当該公益法人が保有する株式数及びその割合： 240株／40％ 

保有する理由： 当社が静止画像を系統的に記録し、一元的に管理運用することは、サ

ッカーの普及とスポーツの振興の上で、意義深いことであり、また、

利用者の利便性の向上、肖像権の保全等の見地から、J リーグにとっ

て主導で管理運営する必要があり、当社の株式保有と役員派遣を行う

に至った。 

当該公益法人と当該営利企業との関係：役員兼任1名、業務委託及び商品化権料受領 

 

名称：  ジェイリーグ映像（株） 

事務所所在地： 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス9階 

資本金：  30,000,000円 

事業内容： J リーグ公式試合等の映像を一元管理し、映像の記録・保存、権利等

の管理を行う。また、保存されている映像を国内外を問わず、ニーズ

に応じて様々な形で提供し、J リーグの広報・サッカーの普及活動に

繋げる。 

役員数：  9名 

代表者：  犬飼 基昭 

従業員数：  10名 

当該公益法人が保有する株式数及びその割合： 204株／34％ 

保有する理由： 当社が映像資料を系統的に記録し、一元的に管理運用することは、サ

ッカーの普及とスポーツの振興の上で、意義深いことであり、また、

利用者の利便性の向上、諸権利の保全等の見地から、J リーグにとっ

て主導で管理運営する必要があり、当社の株式保有と役員派遣を行う

に至った。 

当該公益法人と当該営利企業との関係：役員兼任1名、業務委託及び放映権料受領 

 

‐2 スポーツ振興投票対象試合開催機構の業務 
スポーツ振興投票の実施等に関する法律に基づき、スポーツ振興投票対象試合開催機構と

しての指定を受け、同法に定められた範囲内での業務を行い、日本のスポーツ振興に寄与

した。 


