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平成 19 年度事業報告書 

 

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5,838,771人、1試合平均は 19,081人であった。 

 

開催期間 3月3日（土）～  12月1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における競技場 

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 鹿島アントラーズ 

2位 浦和レッズ 

3位 ガンバ大阪 

4位 清水エスパルス 

5位 川崎フロンターレ 

6位 アルビレックス新潟 

7位 横浜F・マリノス 

8位 柏レイソル 

9位 ジュビロ磐田 

10位 ヴィッセル神戸 

11位 名古屋グランパスエイト 

12位 FC東京 

13位 ジェフユナイテッド千葉 

14位 大分トリニータ 

15位 大宮アルディージャ 

16位 サンフレッチェ広島 

17位 ヴァンフォーレ甲府 

18位 横浜FC  

 

 -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2,034,543人、1試合平均は 6,521人であった。 

 

開催期間 3月3日（土）～12月1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における競技場 

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 コンサドーレ札幌 

  2位 東京ヴェルディ1969 

  3位 京都サンガ F.C. 

  4位 ベガルタ仙台 

  5位 セレッソ大阪 
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  6 位 湘南ベルマーレ 

 7位 アビスパ福岡 

 8位 サガン鳥栖 

 9位 モンテディオ山形 

 10位 愛媛FC 

 11位 ザスパ草津 

 12位 水戸ホーリーホック 

 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。総入場者実数は615,149人、1試

合平均は10,084人であった。 

 

大会名 2007Ｊリーグヤマザキナビスコカップ 

開催期間 予選リーグ 

1節 3月21日（水・祝） 

2節 3月25日（日） 

3節 4月4日（水）   

4節 4月11日（水） 

5節 5月9日（水） 

6節 5月23日（水） 

決勝トーナメント 

準々決勝 第1戦 7月7日（土）、8日（日） 

第2戦 7月14日（土）、15（日） 

準決勝 第1戦 10月10日（水） 

第2戦 10月13日（土） 

  決勝  11月3日（土・祝） 

開催場所 主に各クラブのホームタウンにおける競技場 

決勝：東京・国立競技場 

大会方式 予選リーグ 

J1 参加 16 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2クラブ（浦和レッズと川崎フロンターレ）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2クラブ及びシードの2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（決勝は1試合のみ）。 

出場クラブ J1会員18 クラブ 

成績  優勝  ガンバ大阪 

  2位  川崎フロンターレ 

  3位  鹿島アントラーズ、横浜F・マリノス 

  MVP  安田 理大（G大阪） 

  ニューヒーロー賞 安田 理大（G大阪） 

 

   -4 第 87 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16日（日）、17日（月・祝） 

2回戦  9月22日（土）、23日（日・祝）、24日（月・祝） 

  3 回戦  10月7日（日） 
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  4 回戦  11月4日（日）、7日（水）、28日（水） 

  5回戦  12月8日（土）、15日（土） 

  準々決勝戦 12月22日（土）、23日（日） 

準決勝戦  12月29日（土） 

決勝戦  2008年1月1日（火・祝） 

開催場所 全国の競技場 

大会方式 トーナメント方式 

出場クラブ J1 18チーム、J2 13チーム、JFL前期の上位1チーム、総理大臣杯全日本

大学サッカートーナメント優勝チーム、都道府県代表47チーム 

成績 優勝 鹿島アントラーズ 

準優勝 サンフレッチェ広島 

3位 川崎フロンターレ 

3位 ガンバ大阪 

 

-5 J1・J2 入れ替え戦 

開催期間 第1戦 12月5日（水） 

  第 2戦 12月8日（土） 

開催場所 各クラブのホームタウンにおける競技場 

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 サンフレッチェ広島（J1：16位） 

   京都サンガ F.C.（J2：3位） 

成績  J1昇格 京都サンガF.C. 

   J2降格 サンフレッチェ広島 

 

‐6 オールスターサッカー 

J1会員18クラブの中から、サポーター投票及び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30,941人であった。 

 

大会名 2007JOMOオールスターサッカー 

開催期日 8月4日（土） 

開催場所 静岡県・エコパスタジアム 

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 川島 永嗣（川崎）、菅野 孝憲（横浜FC） 

DF 田中 マルクス闘莉王（浦和）、中澤 佑二（横浜）、内田 篤人（鹿

島）、水本 裕貴（千葉） 

MF 我那覇 和樹（川崎）、阿部 勇樹（浦和）、小野 伸二（浦和）、中

村 憲剛（川崎）、水野 晃樹（千葉）、福西 崇史（FC 東京）、小林 

大悟（大宮） 

FW  巻 誠一郎（千葉）、三浦 知良（横浜FC）、フランサ（柏） 

監督 関塚 隆（川崎） 

J-WEST 

GK 川口 能活（磐田）、北野 貴之（新潟） 
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DF 青山 直晃（清水）、加地 亮（G 大阪）、市川 大祐（清水）、増嶋 

竜也（甲府）、三木 隆司（大分） 

MF  藤本 淳吾（清水）、遠藤 保仁（G 大阪）、坂本 將貴（新潟）、家

長 昭博（G大阪）、藤田 俊哉（名古屋） 

FW 矢野 貴章（新潟）、佐藤 寿人（広島）、中山 雅史（磐田）、大久

保 嘉人（神戸） 

監督 長谷川 健太（清水） 

成績  勝利チーム J-WEST（結果：3-2） 

MVP  大久保 嘉人（神戸） 

敢闘賞  小野 伸二（浦和） 

MIP  中山 雅史（磐田） 

 
   -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27,245人であった。 

 

大会名 2008 ゼロックススーパーカップ 

開催期日 2008年3月1日（土） 

開催場所 東京・国立競技場 

大会方式 2007Ｊリーグチャンピオン（鹿島アントラーズ）vs 

  第 87回天皇杯全日本サッカー選手権大会準優勝（サンフレッチェ広島） 

結果    鹿島アントラーズ（結果：2-2、3 PK 4）サンフレッチェ広島 

成績  優勝 サンフレッチェ広島 

   準優勝 鹿島アントラーズ 

 

-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。 

 

大会名 A3 チャンピオンズカップ2007 

開催期日 6月7日（木）、10日（日）、13日（水） 

開催場所 中国・山東スポーツセンタースタジアム 

大会方式 4 チーム総当たりリーグ戦、全6試合 

出場クラブ 浦和レッズ（2006年 J リーグチャンピオン） 

  城南一和（2006年K リーグチャンピオン） 

  山東魯能（2006年中国スーパーリーグチャンピオン） 

  上海申花（2006年中国スーパーリーグ2位） 

成績  優勝 上海申花（中国） 

2位 山東魯能（中国） 

3位 浦和レッズ 

 4位 城南一和（韓国） 

 

付帯イベント① 

イベント名 2007 A3 U-17 Friendly Football Tour 

実施期間 5月28日（月）～6月3日（日） 
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実施場所    CFA Training Base 

参加チーム 山東魯能 U-17、上海申花 U-17（中国）、鹿島アントラーズユース（日本）、城

南一和ユースチーム（韓国） 

内容 1回戦総当たりリーグ戦、および交流プログラム 

 

付帯イベント② 

イベント名 2007 A3 U-14 Friendly Football Tour 

実施期間    7月28日（土）～7月30日（日） 

実施場所    新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ 

参加チーム コンサドーレ札幌ユース U-15、ベガルタ仙台ジュニアユース、モンテディオ

山形ジュニアユース庄内、モンテディオ山形ジュニアユース村山、水戸ホー

リーホックジュニアユース、ザスパ草津赤堀ジュニアユース、アルビレックス

新潟ジュニアユース、新潟県トレセン U-14（日本）、山東魯能 U-14（中国）、

釜山アイパーク（韓国） 

内容      10チームを2グループに分けた1回戦総当たりリーグ戦、および交流プログ

ラム 

 

付帯イベント③ 

イベント名 2007 A3 U-12 Friendly Football Tour 

実施期間    8月15日（水）～8月21日（火） 

実施場所    Namhae Sports Park 

参加チーム サガン鳥栖（日本）、山東魯能（中国）、光州尚武、大田シチズン、全南ドラゴ

ンズ、釜山アイパーク、FC ソウル、城南一和、水原三星、蔚山現代、全北現

代、仁川ユナイテッド、浦項スティーラーズ、大邱FC（韓国） 

内容 14チームを2グループに分けた1回戦総当たりリーグ戦、および交流プログ

ラム 

 

   -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12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 2007Jサテライトリーグ 

開催期間  3月4日（日）～12月8日（土） 

開催場所 主に各クラブのホームタウンにおける競技場 

大会方式 参加クラブを 6 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 

出場クラブ Ｊ１会員18 クラブ、Ｊ2会員12 クラブ（計30 クラブ） 

成績  A グループ 

1位 鹿島アントラーズ 

  2位 柏レイソル 

  3位 コンサドーレ札幌 

  4位 ベガルタ仙台 

  5位 ジェフユナイテッド千葉   

B グループ 

1位 横浜F・マリノス 

  2位 FC東京 
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  3 位 横浜FC  

  4位 水戸ホーリーホック 

  5位 モンテディオ山形 

Cグループ 

1位 浦和レッズ 

     2 位 川崎フロンターレ 

  3位 アルビレックス新潟 

  4位 ザスパ草津 

  5位 大宮アルディージャ 

Dグループ 

1位 清水エスパルス 

2位 ジュビロ磐田 

3位 湘南ベルマーレ 

4位 ヴァンフォーレ甲府 

5位 東京ヴェルディ1969 

E グループ 

1位 ヴィッセル神戸 

2位 ガンバ大阪 

3位 京都サンガ F.C. 

4位 名古屋グランパスエイト 

5位 セレッソ大阪 

F グループ 

1位 サンフレッチェ広島 

2位 愛媛FC 

3位 アビスパ福岡 

4位 サガン鳥栖 

5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13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 2007第15回 J リーグユース選手権大会 

開催期間 予選リーグ 

  7月1日（日）～11月18日（日） 

 決勝トーナメント 

 1回戦  12月2日（日） 

 2回戦  12月8日（土）、9日（日） 

 準々決勝 12月16日（日） 

 準決勝  12月22日（土） 

 決勝  12月24日（月・祝） 

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 



 

- 10 - 

 決勝トーナメント 

 1回戦  市原臨海競技場 

  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、万博記念競技場 

 準決勝  神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

 決勝  大阪長居スタジアム 

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13 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 東京ヴェルディ1969 ユース 

    2位 ジェフユナイテッド千葉U-18 

    3 位 コンサドーレ札幌ユースU-18 

    4 位 ザスパ草津U-18 

     B グループ 1位 横浜 Ｆ・マリノスユース 

    2位 大宮アルディージャユース 

    3位 ベガルタ仙台ユース 

    4位 横浜ＦＣユース 

    5位 水戸ホーリーホックユース 

  Cグループ 1位 柏レイソルU-18 

    2 位 鹿島アントラーズユース 

    3位 湘南ベルマーレユース 

    4位 ヴァンフォーレ甲府ユース 

  D グループ 1位 FC東京U-18 

    2 位 浦和レッズユース 

    3位 川崎フロンターレU-18 

    4 位 アルビレックス新潟ユース 

    5位 モンテディオ山形ユース 

  E グループ 1位 大分トリニータU-18 

    2 位 サンフレッチェ広島ユース 

    3位 ヴィッセル神戸ユース 

    4位 徳島ヴォルティスユース 

  F グループ 1位 セレッソ大阪U-18 

    2 位 ガンバ大阪ユース 

    3位 清水エスパルスユース 

    4位 アビスパ福岡U-18 

    5 位 サガン鳥栖U-18 
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  G グループ 1位 名古屋グランパスエイト U-18 

    2 位 京都サンガ F.C.U-18 

    3 位 愛媛ＦＣユース 

    4位 ジュビロ磐田ユース 

成績（決勝トーナメント）  優勝 FC東京U-18 

    準優勝 柏レイソルU-18 

    3 位 大宮アルディージャユース 

ガンバ大阪ユース 

 

-11 その他 

プレシーズンマッチ開催可能期間に、プレシーズンマッチを開催した。 

 
月日 対戦カード 競技場 結果 

7月29日（日） 
鹿島アントラーズ1993 vs ヴェルディ1993 

※本田泰人氏の引退試合 
カシマサッカースタジアム 4-2(1-1) 

2008年1月27日（日） 
03-06横浜FCオールスターズ vs  JO DREAMS 
※城彰二氏の引退試合 

ニッパツ三ツ沢球技場 2-1(0-1) 

2008年2月9日（土） ロアッソ熊本 vs 東京ヴェルディ 
熊本県民総合運動公園陸

上競技場 
1-1(0-1) 

2008年2月24日（日） 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック カシマサッカースタジアム 3-0(1-0) 

2008年2月24日（日） ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル フクダ電子アリーナ 1-1(0-0) 

2008年2月24日（日） セレッソ大阪 vs  FC東京 
高知県春野総合運動公園

陸上競技場 
0-0(0-0) 

2008年2月24日（日） FC岐阜 vs 名古屋グランパス 
岐阜メモリアルセンター長

良川競技場 
0-1(0-1) 

2008年2月24日（日） 徳島ヴォルティス vs ヴィッセル神戸 ポカリスエットスタジアム 1-3(0-1) 

2008年3月2日（日） ロアッソ熊本 vs コンサドーレ札幌 
熊本県民総合運動公園陸

上競技場 
1-2(1-1) 

2008年3月2日（日） 大分トリニータ vs アビスパ福岡 九州石油ドーム 0-0(0-0) 

 

② 公式記録の作成、管理及び運用 
-1 試合記録 

J1及びJ2会員によるリーグ戦の試合等、公式試合及び公式行事の記録作成及び収録、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 Ｃ

ommunications）にて行った。また、試合速報等の販売を大日本印刷（株）に委託して行った。 

 

-2 映像 

J1 及び J2 会員によるリーグ戦の試合等、公式試合及び公式行事の映像の収録、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、公式行事及び公式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 2007J リーグアウォーズ 
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開催期日 12月17日（月） 

開催場所 神奈川・横浜アリーナ 

受賞者 （1）最優秀選手賞 

ポンテ（浦和） 

（2）優秀選手賞 

GK（3名） 

曽ヶ端 準（鹿島）、都築 龍太（浦和）、川島 永嗣（川崎） 

DF（8名） 

岩政 大樹（鹿島）、内田 篤人（鹿島）、田中 マルクス闘莉王（浦和）、

水本 裕貴（千葉）、中澤 佑二（横浜FM）、青山 直晃（清水）、加地 亮

（G大阪）、山口 智（G大阪） 

MF（13名） 

野沢 拓也（鹿島）、本山 雅志（鹿島）、阿部 勇樹（浦和）、鈴木 啓太

（浦和）、長谷部 誠（浦和）、ポンテ（浦和）、中村 憲剛（川崎）、山瀬 

功治（横浜 FM）、伊東 輝悦（清水）、遠藤 保仁（G 大阪）、二川 孝広

（G大阪）、明神 智和（G大阪）、駒野 友一（広島） 

FW（8名） 

マルキーニョス（鹿島）、ワシントン（浦和）、フランサ（柏）、ジュニーニョ

（川崎）、エジミウソン（新潟）、前田 遼一（磐田）、バレー（G 大阪）、大久

保 嘉人（神戸） 

（3）ベストイレブン 

都築 龍太（浦和）、岩政 大樹（鹿島）、田中 マルクス闘莉王（浦和）、

山口 智（G 大阪）、阿部 勇樹（浦和）、鈴木 啓太（浦和）、ポンテ（浦

和）、中村 憲剛（川崎）、遠藤 保仁（G 大阪）、ジュニーニョ（川崎）、バ

レー（G大阪） 

（4）得点王 

ジュニーニョ（川崎） 

（5）優秀新人賞 

新居 辰基（千葉）、小宮山 尊信（横浜FM）、菅野 孝憲（横浜FC） 

（6）新人王 

菅野 孝憲（横浜FC） 

（7）フェアプレー個人賞 

坂田 大輔（横浜FM）、伊東 輝悦（清水）、佐藤 寿人（広島） 

（8）最優秀監督賞 

オズワルド オリヴェイラ（鹿島） 

（9）優秀主審賞 

岡田 正義 

   （10）優秀副審賞 

相樂 亨 

   （11）フェアプレー賞（高円宮杯） 

ガンバ大阪 

   （12）ベストピッチ賞 

東北電力ビッグスワンスタジアム 
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   （13）功労選手賞 

本田 泰人、アマラオ、城 彰二 

   （14）功労賞 

（なし） 

   ※ 特別賞 

浦和レッズ 

 

表彰  （1）最優秀選手賞 

ブック型楯、賞金 2,000,000 円、ゴールデンボールトロフィー、Touareg 

V6（車）、カリブ海クルーズペアの旅 

（2）優秀選手賞 

記念メダル（18K） 

（3）ベストイレブン 

ブック型楯、賞金1,000,000円、シルバーボールトロフィー 

（4）得点王 

 ブック型楯、賞金1,000,000円、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 

（5）優秀新人賞 

 記念メダル（18K） 

（6）新人王 

ブック型楯、賞金 500,000 円、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 

（7）フェアプレー個人賞 

楯、賞金500,000円 

（8）最優秀監督賞 

ブック型楯、賞金1,000,000円、キヤノンデジタルビデオカメラiVIS HG10、

ティソ T-レース ペアウォッチ、スイートルームペア宿泊券（新横浜プリ

ンスホテル） 

（9）優秀主審賞 

ブック型楯、海外研修旅行、アディダスオリジナル高級皿型トロフィー 

（10）優秀副審賞 

ブック型楯、海外研修旅行、銀製アシスタントレフェリーフラッグシールド 

（11）フェアプレー賞（高円宮杯） 

高円宮杯、賞金 5,000,000円 

（12）ベストピッチ賞 

 楯 

（13）功労選手賞 

 楯、腕時計 

※ 特別賞 
ブック型楯、記念フォトフレーム 

 

-2 リーグ戦成績及びリーグカップ戦成績に対する表彰 

■2007J1 リーグ戦 

優勝 鹿島アントラーズ  賞金200,000,000円、J リーグ杯（優勝銀皿）、 
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日本サッカー協会会長杯（キャプテン杯）、記

念品、チャンピオンフラッグ 

2位 浦和レッズ  賞金100,000,000円、J リーグ杯（準優勝銀皿） 

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 川崎フロンターレ  賞金40,000,000円 

6位 アルビレックス新潟  賞金20,000,000円 

7位 横浜F・マリノス  賞金10,000,000円 

 

■2007J2 リーグ戦 

優勝 コンサドーレ札幌  賞金20,000,000円、J リーグ杯 

準優勝 東京ヴェルディ1969 賞金10,000,000円、J リーグ杯 

 

■2007J リーグヤマザキナビスコカップ 

優勝 ガンバ大阪  賞金100,000,000円、J リーグカップ（チェアマ 

ン杯）、メダル、ヤマザキナビスコカップ（スポ

ンサー杯） 

2位 川崎フロンターレ  賞金50,000,000円、楯、メダル 

3位 鹿島アントラーズ  賞金20,000,000円、楯 

3位 横浜F・マリノス  賞金20,000,000円、楯 

MVP 安田 理大（G大阪） 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 

安田 理大（G大阪） 賞金 500,000 円、クリスタルオーナメント、ヤマ

ザキナビスコ製品1年分 

 

-3 その他の表彰 

■2007JOMOオールスターサッカー 

勝利チーム 

J-WEST   JOMOオールスターサッカー杯 

MVP 大久保 嘉人（神戸） クリスタルトロフィー、賞金1,000,000円、 

静岡こしひかり 1 トン、地中海産 ホンマグロ 1

尾（200kg相当）、クラウンメロン、ふくろい茶 

敢闘賞 小野 伸二（浦和）  クリスタルトロフィー、賞金500,000円、 

    ヤマザキナビスコ製品1年分 

MIP 中山 雅史（磐田）  賞金1,000,000円 

 

■2008 ゼロックススーパーカップ 

優勝 サンフレッチェ広島  賞金30,000,000円、ゼロックススーパーカッ 

    プ、メダル 

準優勝 鹿島アントラーズ  賞金20,000,000円、メダル 

 

■Ｊユースサハラカップ2007第15回Ｊリーグユース選手権大会 
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優勝 FC東京U-18  J ユースカップ、サハラカップ、朝日・日刊杯、 

メダル、ステンレスボトル「サハラクール」、ポ

ータブルクーラー 

準優勝 柏レイソルU-18  朝日・日刊杯、メダル、ステンレスボトル「サハ 

    ラクール」、ポータブルクーラー 

3位 大宮アルディージャユース 朝日・日刊杯 

3位 ガンバ大阪ユース  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） 

・ Jリーグ規約･･･実行委員会〔オブザーバー出席〕従来の代理出席を、オブザーバー出席
に変更し、オブザーバーには議決権がないと明記した。 

・ J リーグ規約･･･J クラブ〔入会〕J2 会員として入会を希望するクラブは入会予備審査のた
めに6月30日までにチェアマンへ届けなければならないこととする制度の再設置。 

・ J リーグ規約･･･〔専門委員会〕審判委員会の廃止による削除、ドーピングコントロール委
員会が医事委員会へ変更。 

・ ドーピング禁止規程･･･全文削除。JFAの定める規程に準じるため。 
・ J リーグ試合実施要項･･･〔大会方式〕J2 会員数が増加したため、大会方式を 3回戦総当
たりへ変更。 

 

-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、コーチ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 プロサッカー選手及びコーチ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 2007J リーグ新人研修 

開催期日 2007 シーズン 

 対象者 2007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 2008J リーグ新人研修会 

開催期日 2008年2月1日（金）～3日（日） 

対象者 2008 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  静岡・ヤマハリゾートつま恋 

 

研修会名 ルール講習会 

開催期日 2008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  

日本型育成システムの確立に向け、各クラブが取り組んでいる普及、育成活動についてより

一層の連携を図り、その成果を各クラブにとどめず、日本のサッカーに反映させた。 

 

・ 育成年代の一貫指導体制、リーグ戦、指導者養成、トレーニング環境、メディカル体制の充
実を図り、そのノウハウを広く共有した。 

・ 各クラブがホームタウンで実施している子供たちの人間性や社会性を育む活動を推進し、
地域とのネットワークづくりをサポートした。 

・ 変動する現代社会に左右されがちな子供たちの発育を医科学的に分析し、国民の心身の
健全な発達に寄与するよう努めた。 

 

① アカデミーリーグの実施並びに企画立案及び試行 

育成年代の選手強化の活動の一環としてレベルの拮抗した定期的なゲームを行う。U

‐13 リーグ戦を2007年度から実施した。又U‐14 リーグ戦を2008年度からの実施に向

け企画立案及び試行した。 

 

② 地域とのネットワークづくり活動の促進 

育成センターが主体となり、サッカーを「する」「見る」「支える」というさまざまな参加スタ

イルを提案し、誰もがサッカーを楽しみ、サッカーが生涯スポーツとして定着していけ

るような、普及活動を促進した。 

 

③ 育成情報のデータベース化 

育成年代の選手のフィジカルデータの測定及びデータ蓄積を行い、育成年代のトレー

ニング改善につなげた。 

 

開催期日  前期：2007年9月～10月 後期：2008年2月～3月 

対象者  育成センター31 クラブのジュニア及びジュニアユース選手 

会場  J1及び J2会員のトレーニング場他 

 

④ 育成下部組織指導者養成研修会等の実施 

育成下部組織指導者の養成を目的として、J クラブ育成下部組織指導者を対象とした

研修会等を実施した。 

 

研修会名  ユース・ジュニアユース監督会議 
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開催期日  2008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  東京・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 11月7日（水） 

 第2回 12月3日（月）～4日（火） 

 第3回 2008年2月3日（日）～4日（月） 

対象者  Ｊ1 及び J2会員の育成年代指導者他 

会場  第1回 茨城・鹿島アントラーズクラブハウス 

 第2回 東京・JFAハウス 

 第3回 大分・大分スポーツクラブ天然芝グラウンド他 

 

研修会名 2007 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29日（月）～31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 2007 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 2008年2月12日（火）～14日（木） 

対象者 J1及び J2会員のジュニア年代の指導者他 

会場 滋賀・守山パーク／レイクさがわ 

 

⑤ 育成に関する調査研究、視察等の実施 

選手の成長に添って発育発達の過程を理解したトレーニングプログラムの構築や育成

環境の整備を、支援・促進するために調査研究、視察等を行う。また、サッカー以外の

取り組みも含めた育成年代における一貫した社会教育の支援、促進を行うため、ジュ

ニアユースおよびユースの指導者を対象に以下の通り研修会を行い、計222名が参加

した。 

 

日程 
参加 

人数 
会場 内容 講師 

6月27日、28日 42名 

7月11日、12日 55名 

7月18日、19日 27名 

鹿島スポーツ

ハイツ、トヨタス

ポーツセンタ

ー、宗像グロー

バルアリーナ 

①コミュニケーションを学ぶⅠ（ASEを通じて） 

②コミュニケーションを学ぶⅡ（栄養指導を通

じて） 

③スポーツライフスキルを学ぶ 

④コーチングの課題発見／目標設定を学ぶ 

⑤「選手が力を引き出されるとき」講演 

⑥モチベーションを学ぶ 

①高瀬宏樹氏（日本キャンプ協会） 

②柴田麗氏(明治製菓) 

③、④山羽教文氏(FIELD OF 

DREAMS) 

⑤田中ウルヴェ京氏、中垣内祐一

氏、金哲彦氏 

⑥山谷拓志氏 

11月6日、7日 28名 

11月20日、21日 32名 

11月27日、28日 38名 

JFAハウス 

①コミュニケーションを学ぶ（ASEを通じて） 

②コーチングの課題発見／課題解決を学ぶ 

③現場における目標設定 

④「選手が力を引き出されるとき」講演 

⑤モチベーションマネジメントを学ぶ 

①高瀬宏樹氏（日本キャンプ協会） 

②、③山羽教文氏(FIELD OF 

DREAMS) 

④田中ウルヴェ京氏、中垣内祐一

氏、金哲彦氏 

⑤山谷拓志氏 
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-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～11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A級コーチ養成講習会（3コース） 

開催期日 6月～12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B級コーチ養成講習会（12 コース） 

開催期日 7月～2008年1月、12 コース開催 

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 

開催期日 11月16日（金）～21日（水） 

対象者 J クラブ下部組織指導者他 

会場  滋賀・守山パーク／レイクさがわ 

 

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 

開催期日 2008年1月15日（火）～20日（日） 

対象者 J リーグ選手協会会員選手およびOB  

会場  静岡・ヤマハリゾートつま恋 

 

研修会名 監督会議（計2回） 

開催期日 シーズン終了後：12月17日（月） 

  シーズン前：2008年2月29日（金） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員の監督 

 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、ザ・プリンスパークタワー東京 

 

-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 主審研修会（計3回） 

 開催期日 4月1日（日）、6月3日（日）、10月14日（日） 

対象者 Ｊリーグ担当主審 
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会場  東京、横浜 

 

研修会名 副審研修会 

開催期日 2008年3月2日（日） 

対象者 J リーグ担当副審 

会場  東京 

 

研修会名 Ｊリーグ担当審判員合同研修会（計3回） 

開催期日 5月4日（金・祝）、9月17日（月・祝）、11月3日（土・祝） 

対象者 Ｊリーグ担当審判員 

会場  東京、横浜 

 

研修会名 フィットネストレーニング（計6回） 

開催期日 8月4日（土）～5日（日）、2008年2月23日（土）、2月29日（金）、2008年3

月1日（土）  

対象者 Ｊリーグ担当審判員 

会場  東京、平塚 

 

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 

対象者 J リーグ担当審判員 

会場  各地 

 

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・清水ナショナルトレーニングセンターJ-STEP、神奈川・しんよこフットボ

ールパーク他 

 

研修会名 Ｊリーグ担当審判員開幕前研修会 

開催期日 2008年3月1日（土）～3月2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 

 

-6 レフェリング分析のインターネット配信 

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 J リーグマッチコミッショナー研修会 
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開催期日 7月16日（月・祝） 

対象者 2007Ｊリーグマッチコミッショナー 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 J リーグマッチコミッショナー開幕前研修会 

開催期日 2008年3月1日～2日（日） 

対象者 2008Ｊリーグマッチコミッショナー 

会場  東京・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、宮城スタジアム、NDソフトスタジアム山形、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、水

戸市立競技場、日立市民運動公園陸上競技場、群馬県立敷島公園県営陸上競技場、埼玉ス

タジアム2002、さいたま市浦和駒場スタジアム、さいたま市大宮公園サッカー場（2007年5月

～NACK5 スタジアム大宮）、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（2008年3月～ニッパツ三ツ沢球技場）、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、、東北電力ビッグスワン

スタジアム、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、

岐阜メモリアルセンター長良川競技場、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、ホームズスタジアム神戸、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

（2007年5月～鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム）、愛媛県総合運動公園陸

上競技場（2008 年 3月～ニンジニアスタジアム）、東平尾公園博多の森球技場（2008 年 3 月

～レベルファイブスタジアム）、鳥栖スタジアム（2008 年 1 月～ベストアメニティスタジアム）、

佐賀県総合運動場陸上競技場、熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING）、熊本市水

前寺競技場、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、（株）スカイパーフェクト・コミュニケーション

ズ（スカパー!）、NHK、TBS等と放送権契約を行った。 
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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 チームドクター研修会（計2回） 

開催期日 2007年7月22日（日）、2008年1月20日（日） 

対象者 J1及び J2会員チームドクター 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 ドーピングコントロール研修会 

開催期日 2008年1月13日（日） 

対象者 JFA ドーピングコントロール小委員会、ドーピングコントロールオフィサー（J リ

ーグ担当）、他 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 J リーグGM講習会（GMプレ講座） 

開催期日 2008年3月26日（水） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員の経営に携わる者、他 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 広報研修会 

開催期日 10月17日（水）～18日（木） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員の広報担当者 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 J リーグ・アカデミー海外研修会 

開催期日 8月29日（水）～9月10日（月） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員のジュニアユース年代の指導者 

研修先 大韓民国 

 

研修会名 イレブンミリオン欧州視察 

開催期日 2008年1月4日（金）～16日（水） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員のイレブンミリオン担当者 

研修先 スペイン、イングランド、オランダ 

 

-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、各種委員会等で必要に応じ、国内

外において研修や調査を実施した。 

       

調査内容 欧州におけるスタジアム・ビジネスモデル調査 

調査期間 2008年2月22日～3月27日 

共同調査団体 早稲田大学スポーツビジネス研究所 
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調査実施場所 ドイツ、オランダ、オーストリア、イングランドの各スタジアム他 

 

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 セキュリティー研究会の開催 

試合運営に必要な危機管理・安全管理に関する情報の共有及び調査研究を目的とし、研究

会を開催した。 

 

開催期日 2008年2月21日（木） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員のセキュリティ担当者 

研修先 東京・JFAハウス 

 

   -2 新・スタジアム基準プロジェクトの開催 

サッカーをはじめとするスポーツ・スタジアム事例で、スポーツ・イベントの開催に留まらず用

途を多様化し稼働率を高めている施設を調査し、今後、サッカー・スタジアムを設置または改

修しようとしている地方公共団体、民間企業、および J リーグクラブの参考となるよう、公表し

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、健全なクラブ経営を確

立するための指導をした。 

 

⑤ 準加盟クラブの資格審査及び指導 
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。また、準加盟を目指すクラブ向けに、

セミナーを開催した。 

 

■今年度認定した準加盟クラブ：ファジアーノ岡山、カターレ富山、ニューウェーブ北九州 

■既認定準加盟クラブ：栃木SC、ガイナーレ鳥取 

 

セミナー名 Ｊリーグ準加盟を目指すクラブ向け「J リーグセミナー」 

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関係者 

会場  東京・JFAハウス 

 

⑥ 試合の観客増員を狙いとした施策（イレブンミリオンプロジェクト）の実施及びクラブ支援 
試合の観客増員を狙いとした施策（イレブンミリオンプロジェクト）の実施及びクラブ支援として

会議を開催した。 

 

研修会名 イレブンミリオン担当者会議 

開催期間 5月29日（火）  ワーキンググループ会議 
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  6 月11日（月）  全体会議 

  10月2日（火）～4日（木） 分科会 

対象者 Ｊ1 及び J2会員のイレブンミリオン担当者 

会場  東京・JFAハウス 

 

⑦ 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 

ＪリーグならびにＪクラブのマーケティング活動を支援・促進するための調査研究を行った。 

 

調査内容 スタジアム観戦者調査 

調査期間 6月～11月  

調査協力者 仲澤 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 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、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。 

 

研修会名 スタジアム観戦者調査 報告会  

開催期日 2008年2月14日（木） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員のイレブンミリオン担当者、仲澤 眞（筑波大学） 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 マーケティング研修  

開催期日 2008年3月25日（火） 

対象者 Ｊ1 及び J2会員の事業関係者等 

会場  東京・JFAハウス 

 

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災害補償制度の実施 

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、Ｊリーグ災

害補償制度に基づく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キャリアデザイン支援及び登録抹消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、プロサッカー選手が自らのキャリアを築くための環境整

備を行い、キャリア形成支援活動を行った。 

 

・ 選手向け就学支援制度を策定・運営し、パソコンスクール・語学習得・コミュニケーション能
力の向上等のスキルアップを目的とした各種講座を開講の他、大学、各種学校と提携し、

優待制度を確立した。 

・ 選手生命の観点からプロサッカー以外の業種業態を幅広く経験することができるインター
ンシップ制度を運営しサッカーとは異なる環境で働くことの実体験の場を提供した。 
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・ 企業経営者、他競技・サッカー現役引退選手を講師に招き、現役選手とのキャリア交流会
を開催した。 

・ Ｊリーグ登録抹消選手のセカンドキャリア支援として、就職・就学先の拡大を目的にサッカー
で培った能力や経験をビジネスに転換して生かせる民間企業からの求人、コーチ求人、専

門学校、大学などの各種情報を収集し、選手向けキャリアサポートマガジン「Off The Pitch」

を発行した。 

・ 合同トライアウトを開催し、サッカー選手として再チャレンジする機会を提供すると伴に、選
手の進路相談活動を行った。 

 

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2007に川崎フロンターレ（2006Ｊリーグ

ディビジョン１準優勝）と浦和レッズ（第 85 回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝）がグル

ープステージから出場した。川崎フロンターレは準々決勝で敗退したが、浦和レッズは優勝

し、更に国際サッカー連盟（FIFA）主催のFIFA Club World Cup Japan2007に出場し、3位と

なった。 

AFCチャンピオンズリーグ2008の予選ラウンドに、鹿島アントラーズ（2007Ｊリーグディビジョン

１優勝）とガンバ大阪（第86回天皇杯準優勝）が出場した。 

 

■AFCチャンピオンズリーグ2007 

グループ E 浦和レッズ 

期日  4月11日（水） 

場所  埼玉 

対戦・結果 浦和レッズ 1-0 上海申花（中国） 

 

期日  4月25日（水） 

場所  中国・上海 

対戦・結果 上海申花（中国） 0-0 浦和レッズ 

 

期日  5月9日（水） 

場所  インドネシア・ソロシティ 

対戦・結果 ペルシク ケディリ（インドネシア） 3-3 浦和レッズ 

 

期日  5月23日（水） 

場所  埼玉 

対戦・結果 浦和レッズ 0-0 シドニーFC（オーストラリア） 

 

グループ F 川崎フロンターレ 

期日  4月11日（水） 

場所  韓国・光陽 

対戦・結果 全南ドラゴンズ（韓国） 1-3 川崎フロンターレ 

 

期日  4月25日（水） 
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場所  等々力 

対戦・結果 川崎フロンターレ 3-0 全南ドラゴンズ（韓国） 

 

期日  5月9日（水）  

場所  等々力 

対戦・結果 川崎フロンターレ 3-0 アレマ マラン（インドネシア） 

 

期日  5月23日（水）  

場所  タイ・バンコク 

対戦・結果 バンコク ユニバーシティ（タイ） 1-2 川崎フロンターレ 

 

準々決勝 

期日  9月19日（水） 

場所  イラン・イスファハン 

対戦・結果 セパハン（イラン） 0-0 川崎フロンターレ 

 

期日  9月19日（水） 

場所  埼玉 

対戦・結果 浦和レッズ 2-1 全北現代（韓国） 

 

期日  9月26日（水） 

場所  等々力 

対戦・結果 川崎フロンターレ 0-0（PK4-5） セパハン（イラン） 

 

期日  9月26日（水） 

場所  韓国・全州 

対戦・結果 全北現代（韓国） 0-2 浦和レッズ 

 

準決勝 

期日  10月3日（水）  

場所  韓国・城南 

対戦・結果 城南一和（韓国） 2-2 浦和レッズ  

 

期日  10月24日（水）  

場所  埼玉 

対戦・結果 浦和レッズ 2-2（PK5-3） 城南一和（韓国）  

 

決勝 

期日  11月7日（水）  

場所  イラン・イスファハン 

対戦・結果 セパハン（イラン） 1-1 浦和レッズ  

 

期日  11月14日（水）  

場所  埼玉 
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対戦・結果 浦和レッズ 2-0 セパハン（イラン）  

 

■AFCチャンピオンズリーグ2008 

グループ F 鹿島アントラーズ 

期日  2008年3月12日（水） 

場所  タイ・バンコク 

対戦・結果 クルンタイバンク（タイ） 1-9 鹿島アントラーズ 

   

期日  2008年3月19日（水） 

場所  カシマ 

対戦・結果 鹿島アントラーズ 6-0 ナムディン（ヴェトナム） 

 

グループG ガンバ大阪 

期日  2008年3月12日（水） 

場所  万博 

対戦・結果 ガンバ大阪 1-1 チョンブリFC（タイ）  

   

期日  2008年3月19日（水） 

場所  韓国・光陽 

対戦・結果 全南ドラゴンズ（韓国） 3-4 ガンバ大阪 

 

2007 年度、新たに創設されたパンパシフィックチャンピオンシップに、日本から 2007J リーグ

ヤマザキナビスコカップ優勝のガンバ大阪が出場した。ハワイ、ホノルルのアロハスタジアム

で 4チームによるトーナメント方式で行われ、ガンバ大阪が優勝した。 

 

■パンパシフィックチャンピオンシップ2008 

1回戦 

期日  2008年2月21日（木） 

対戦・結果 ガンバ大阪 1-0 ロサンゼルス･ギャラクシー（アメリカ） 

  

決勝戦 

期日  2008年2月24日（日） 

対戦・結果 ガンバ大阪 6-1 ヒューストン・ダイナモ（アメリカ） 

 

-2 国際親善試合の実施 

Ｊリーグが主催となり、サッカー技術の向上のみならず、サッカーを通じて国際的な交流及び

親善を図るため、国際親善試合を開催した。 

 
月日 対戦カード 競技場 結果 

7月17日（火） 浦和レッズ vs マンチェスター・ユナイテッド（イングランド） 
埼玉スタジアム

2002 
2-2(1-0) 

7月26日（木） FC東京 vs  FCソウル（韓国） 国立競技場 0-0(0-0) 

8月7日（火） 横浜 F・マリノス vs  FCバルセロナ（スペイン） 日産スタジアム 0-1(0-0) 
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J リーグ選抜（U‐15）を 2チーム編成し、それぞれが海外キャンプを行った。 

 

期間 8月20日（月）～30日（木） 

場所 ドイツ・KELELAER 

試合 交流試合 

結果 J リーグ選抜（U-15） 1-1 レーバークーゼン 

J リーグ選抜（U-15） 3-1 MSVデュイスブルグ 

J リーグ選抜（U-15） 7-1 ユーゲスハイム 

J リーグ選抜（U-15） 1-1 エクセシオール 

J リーグ選抜（U-15） 2-0 1.FCケルン 

 

期間 8月20日（月）～30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 

大会名 第10回日伯友好カップ 

大会成績 J リーグ選抜（U-15） 1-1 フルミネンセ 

J リーグ選抜（U-15） 3-1 コリンチャンス 

J リーグ選抜（U-15） 7-1 カンポグランデ 

1勝1敗1引き分けでグループリーグ敗退 

【トレーニングマッチ】 

J リーグ選抜（U-15） 1-1 CFZ 

   J リーグ選抜（U-15） 1-5 フラメンゴ 

 

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状及び計画を調査し、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。 

 
クラブ名 開催期間 場所 行事名 対象種目 形式 参加対象者 

7月～2008年2月 
札幌市籐野野外スポーツ

交流施設および周辺地域 

第4期コンサドーレ札幌スポ

ーツスクール in Fu's 

ウォーキング、登山、

MTB、フットサル、トラ

ンポリン、カーリング、

スキー、スノボ、リュー

ジュ、スノーシュー、

スケート等 

教室 
原則、小学校3年生～6

年生 
札幌 

4月14日、15日 キロロ スノーワールド 
コンサドーレ札幌スキーア

カデミー in KIRORO 2007 
スキー 

教室、大

会 
小学生 

12月2日 仙台市内庭球場 
ベガルタ仙台・ソフトテニス

指導者教室 
ソフトテニス 教室 

宮城県中学校・高校ソ

フトテニス指導者 

6月～2008年1月 仙台市内 
ベガルタ仙台・バリアフリー

サッカー教室 

障害者サッカー（電動

車椅子サッカー、視

覚障害者サッカー、

脳性麻痺サッカー、

知的障害者サッカー） 

教室 宮城県内の障害者 仙台 

8月12日 シェルコム仙台 
ベガルタ仙台・女子サッカ

ー教室 
女子サッカー 教室 女子中学生 
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山形 通年 
あかねヶ丘陸上競技場、

他 
女子駅伝チーム 駅伝 チーム 監督1名、選手3名 

通年 
鹿島神宮道場及びカシマ

スポーツセンター剣道場 
鹿島アントラーズ剣道教室 剣道 教室 

小学校1年生～中学校

3年生 
鹿島 

12月15日、16日 カシマスポーツセンター 
第9回鹿島アントラーズ杯ミ

ニバスケットボール大会 
ミニバスケットボール 大会 小学生 

5月～2008年3月 
茨城県職業人材育成セン

ター体育館 

水戸ホーリーホック バレー

ボール教室 
バレーボール 教室 一般 

水戸 

5月～2008年3月 
水戸市ツインフィールド、

他 

水戸ホーリーホック 女子中

学生サッカースクール 
女子サッカー 教室 中学生女子 

4月～12月 
大原サッカー場内フットサ

ルコート 

レッズ・フレンドリー・フットサ

ル【MIX】、【OVER40】 
フットサル 大会 

【MIX】18歳以上で女性

2名以上含む、

【OVER40】30歳以上で

40歳以上2名含む 
浦和 

通年 
レッズランド内テニスコー

ト 
レッズランドテニススクール テニス 教室 

一般、キッズ（小学校3

～6年生） 

7月28日、29日 
日本エアロビクスセンタ

ー、真名カントリークラブ 

第8回 夏休み親子スポー

ツ合宿 

サッカー、キャンプ、

ゴルフ 
教室 親子 

8月23日 
プロロジスパーク内グラウ

ンド 

サッカー＆フラッグフットボ

ールイベント 

サッカー、フラッグフ

ットボール 
教室 小学生 千葉 

11月18日、25日 市原臨海体育館 
第33回秋季家庭婦人バレ

ーボール大会 
バレーボール 大会 

市原市家庭婦人バレー

ボール連盟登録チーム 

FC東京 通年 東京都内 
FC東京 バレーボールチ

ーム 
バレーボール チーム 一般 

4月30日 
稲城中央公園総合グラウ

ンドおよびその周辺 

第3回東京ヴェルディ1969

稲城グリーン駅伝 
駅伝 大会 

一般、小学生、中学生、

親子 

通年 アクラブ稲城、他 
東京ヴェルディ トライアスロ

ンチーム 
トライアスロン チーム 一般 東京V 

通年 東京都内 
東京ヴェルディバレーボー

ルチーム 
バレーボール チーム 一般 

横浜FM 通年（6月以降） 

マリノスタウン、日産スタジ

アム、横浜市内スポーツ

センター 

横浜F・マリノス チアリーデ

ィングチーム 
チアリーディング 

チーム、

教室 
ジュニア、成人、シニア 

通年 平塚ビーチパーク他 
湘南ベルマーレ ビーチバ

レチーム 
ビーチバレー 

大会、教

室、チー

ム 

自由 

4月1日～12月31

日 

湘南平塚ビーチパーク、

馬入ふれあい公園他 

湘南ベルマーレ トライアス

ロンチーム2007 
トライアスロン 

教室、チ

ーム 
自由 

通年 

厚木市を中心としたホー

ムタウン各市町およびリー

グ戦開催地 

湘南ベルマーレ 女子ソフト

ボールチーム2007 
ソフトボール 

チーム、

教室 
女子 

4月～2008年2月 
湘南ひらつかビーチバー

ク 

ベルマーレビーチサッカー

大会2007 
ビーチサッカー 

大会、教

室 
子供～一般 

5月12日～10月13

日（毎週土曜日） 

湘南ひらつかビーチパー

ク 

湘南ベルマーレスポーツク

ラブ オーシャンスイムスク

ール 

オーシャンスイム 教室 

プールで100ｍ以上泳

げる中学生以上の健康

な男女 

湘南 

12月9日 平塚市総合公園 
ベルマーレカップ2007 第

18回小学生駅伝競走大会 
駅伝 大会 小学生 

甲府 5月～2008年3月 県下全域 
初心者フットサル教室（ハッ

ピーフットサル） 
フットサル 教室 

原則として幼児、女性、

シニア 

5月～12月 

エスフリー・フットサルコー

ト、各学校、新潟市西総合

スポーツセンター 

アルビレックス新潟ゲートボ

ール講習会 
ゲートボール 教室 小学生以上 

6月6日 東北電力スワンフィールド 
アルビレックス杯争奪ゲート

ボール大会 
ゲートボール 大会 

新潟市および近郊のゲ

ートボールチーム 

4月～12月（月2回） 

東北電力ビッグスワンスタ

ジアム及びスポーツ公園

内 

アルビレックス新潟ランニン

グクラブ合同ランニングクリ

ニック 

ランニング 教室 
中学生以上の一般ラン

ナー 

6月～12月（全14回） 新潟県内体育館 
アルビレックス新潟 フープ

クリニック 
バスケットボール 教室 

経験者、未経験者、指

導者 

6月～11月（全5回） 長岡市営スキー場他 
アルビレックス新潟サマーレ

ーシングキャンプ 

スキー（競技者向けオ

フトレーニング） 
教室 

ジュニアアルペン競技

者（小学生～高校生） 

6月～12月（月2回） 県内野球場および体育館 
19年度 アルビレックス新潟 

野球教室 
野球 教室 

小学生、中学生、一般

保護者 

新潟 

7月～10月（全5回） 
新潟県妙高市ふれあいパ

ークほか 

アルビレックス新潟コンディ

ショニングセミナー 
スキー・スノーボード 教室 

スキーおよびスノーボ

ード競技者、小学生、

中学生、高校生、一般 
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9月18日 

新発田市中央公園芝生広

場 

第4回アルビレックス杯争奪

ゲートボール大会 
ゲートボール 大会 

新発田市内のゲートボ

ール愛好者 

  
2008年1月27日、3

月20日、3月23日 
上中越各地域のスキー場 

アルビレックス新潟ジュニア

レーシングクリニック 

スキー（アルペン競

技） 
教室 

小学生、中学生、高校

生のスキー競技者 

清水 6月19日～3月末 
静岡市民文化会館、清水

テルサ 

オレンジウェーブ ダンスス

クール 
ダンス 教室 

幼稚園年中～小学6年

生 

11月11日 
磐田スポーツ交流の里 

ゆめりあ 

第10回ジュビロ磐田メモリア

ルマラソン 
マラソン 大会 一般 

磐田 
5月8日～2008年3

月21日 
浜松アリーナ 

第1回ジュビロ磐田ミニバス

スクール 
ミニバスケット 教室 小学3年生～5年生 

7月25日 
京都市西京極総合運動公

園陸上競技場兼球技場 

京都サンガF.C. GIRLSサ

ッカーフェスティバル2007 
女子サッカー 教室 小学生女子 

4月16日～2008年3

月17日 
京都府立体育館 

ENJOYレディースサッカー

スクール 
女子サッカー 教室 小学生以上の女子 

7月1日 網野町夕日ヶ浦海岸 
京都サンガF.C. ビーチサ

ッカーフェスタ2007 In 網野 
ビーチサッカー 大会 小学4年生以上の男女 

9月30日 
サンガタウン城陽グラウン

ド 

京都サンガF.C. タグラグビ

ー教室 2007 
タグラグビー 教室 小学生 

京都 

2008年2月16日 田辺中央体育館 
京都サンガF.C. ハンドボ

ール・サッカー教室2007 

ハンドボール、サッカ

ー 
教室 小学生 

7月15日、16日 計名学院グラウンド 
第2回兵庫県女子ユース

（U-15)サッカーリーグ戦 
女子サッカー 大会 

小学5年生～中学3年

生の女子 

9月1日、2日 神戸市しあわせの村 

フェスピック神戸大会記念日

本身体障害者サッカー親善

大会 

障害者サッカー 大会 身障者、他 
神戸 

11月17日 神戸ユニバー記念競技場 

HYOGO ノーマライゼーシ

ョン陸上スポーツ大会 in 

KOBE 

障害者スポーツ 大会 
日頃運動習慣のある健

康な方 

広島 通年 

ひろぎんの森、㈱大野石

油店屋内体育館、広島広

域公園陸上競技場、他 

トップス広島 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 

教室 
幼児～一般（競技によ

って制限あり） 

愛媛 
8月1日～2008年3

月31日 
松山三越屋上サッカー場 

愛媛FC フィットネス＆レデ

ィースサッカー教室 

フィットネス、女子サッ

カー 
教室 女性 

通年 福岡県立福岡高等盲学校 
アビスパ福岡視覚障害者サ

ッカー支援活動 
障害者サッカー 教室 視覚障害者 

9月22日 福岡フットボールセンター 
アビスパ福岡タグラグビーフ

ェスタ 
タグラグビー 教室 小学4年生～6年生 福岡 

10月28日 福岡市東区東体育館 
第1回アビスパ杯ドッジボー

ル大会（アビドッジ） 
ドッジボール 大会 小学4年生～6年生 

鳥栖 8月18日、19日 
唐津市浜玉町浜崎海水浴

場 

ビーチサッカーフェスティバ

ル 
ビーチサッカー 大会 

18歳以上の男女（18歳

未満でも保護者の同意

があれば可） 

7月15日、16日 姫島海水浴場 
大分トリニータビーチサッカ

ーフェスティバル2007 
ビーチサッカー 大会 小学生以上 

通年 
大分市内・由布市内野球

場、県内小学校グラウンド 

大分トリニータ ベースボー

ルクラブ 
野球 チーム 中学生 

8月26日 
大分スポーツ公園人工芝

グラウンド 

大分トリニータ タグラグビ

ー教室 2007 
タグラグビー 教室 小学生 

大分 

6月9日、8月25日、

11月18日 

大分スポーツ公園人工芝

グラウンド 

大分トリニータ 知的障がい

者サッカークリニック 
障害者サッカー 教室 

知的障がい者・児とそ

の家族や友人 

 

-3 地域ボランティア活動への支援 

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。また、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。 

 

-4 介護予防事業の実施 

シニア世代の健康増進や体力向上に寄与することを目指し、厚生労働省より「平成19年度老

人保健健康増進等事業」として補助金交付を受け、各クラブが主体となり「J リーグ介護予防事

業」を行った。31 クラブ中 29 クラブの実施、うち 25 クラブが厚生労働省補助事業対象となっ

た。 
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クラブ名 事業名 会場 年間開催回数 参加延べ人数 

札幌 コンサドーレ札幌介護予防運動教室 札幌ドーム 16回 480人 

仙台 ベガルタ仙台・介護予防教室 田子市民センター、自由が丘集会所、他 53回 1776人 

山形 モンテといきいきフィットネス 
山形市総合スポーツセンター、天童市スポーツセン

ター 
18回 549人 

初めてのグラウンドゴルフ教室 フットパルケ水戸 4回 21人 

水戸 

スクエアステップ講習会 三の丸公民館、他 9回 100人 

草津 
健康づくり大学草津キャンパス～ザスパふれあい講

座 
草津町役場、他 1回 300人 

浦和 健康チェックIN レッズランド レッズランド 2回 111人 

第1回大宮アルディージャ杯グラウンド・ゴルフ大会 さいたま市堀崎公園グラウンド 1回 

大宮 

高齢者ストレッチ教室 さいたま市内公民館 6回 

466人 

千葉 介護予防教室 「自分の足で歩こう」 千葉市若葉区保健福祉センター 3回 43人 

柏 心と身体の健康維持増進プログラム 日立柏総合グラウンド体育館、日立柏サッカー場 4回 86人 

F東京 FC東京 シニアDay ミニサッカー大会 ミズノフットサルプラザ調布 1回 116人 

東京V シニア体操教室 第一生命グラウンド、駒沢公園、多摩陸上競技場 10回 500人 

川崎 青空いきいきウォーキング&健康体操教室 フロンタウンさぎぬま 753人 

青空はつらつエアロビクス教室 フロンタウンさぎぬま 468人 

川崎 

健康フットサル教室 フロンタウンさぎぬま 

202回 

17人 

湘南 健康づくり教室 
平塚市馬入ふれあい公園体育館、厚木市東町スポー

ツセンター体育館、周辺河川敷 
91回 1221人 

甲府 ヴァンフォーレ甲府わくわく健康運動教室 
緑が丘スポーツ公園競技場、野球場、体育館（甲

府）、昭和町総合体育館（昭和） 
10回 250人 

新潟 アル美健康倶楽部『ふれあいシニア健康増進事業』 
東北電力ビッグスワン 、新潟聖籠スポーツセンター、

スポーツ医科学センター 
8回 171人 

サッカービクスプログラム エスパルスドリームフィールド駿東 29回 210人 

清水 

フットサルリーグプログラム 
エスパルスドリームフィールド藤枝、エスパルスドリー

ムフィールド清水 
5回 48人 

京都 京都サンガ健康アカデミー 城陽市北部コミュニティセンター、西京極運動公園 2回 76人 

G大阪 ホームタウン健康フェスティバル 万博記念公園内お祭り広場、万博記念競技場 1回 1596人 

C大阪 セレッソ大阪 元気やでぇ！プログラム 長居球技場、長居スタジアム 6回 182人 

神戸 ヴィッセル神戸 いきいき健康3ヶ月教室 ホームズスタジアム神戸 12回 148人 

徳島 徳島ヴォルティス スポーツ健康教室 鳴門・大塚スポーツパーク、ポカリスエットスタジアム 6回 391人 

愛媛 シニアフットサル教室 愛媛フットサルパーク（松山三越屋上） 2回 100人 

アビスパde健康教室 
福岡市営体育館（博多、南、東、中央、ももち、城南、

西、市民） 
8回 

元気いっぱいJリーグ観戦 レベルファイブスタジアム 2回 福岡 

アビスパウォークラリー レベルファイブスタジアム 1回 

678人 

鳥栖 サガン鳥栖 シニアエクササイズ in嬉野 嬉野市体育館、和多屋別荘 1回 50人 

大分 
BLUE CITY PROJECT～トリニータブルーで青春リフ

レッシュ～ 
こうざき小学校体育館他 12回 439人 
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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リーグの理念を伝えることを目的としたメッセージビデオ及びポスターを製作し、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、ＤＶＤ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、また、DVD（ビデオ）を制作し、上記関係者に無償

配布した。 

 

-4 Ｊリーグに関する海外向けの広報誌の発行及びインターネットによる情報提供 

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。また、J リ

ーグを国内外に紹介することを目的とした DVD を作成した。さらに、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 2008』及び前年

度の公式試合の記録集である『J リーグイヤーブック 2008（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、チケット販売クラブ情報及びそ
の他プロサッカーに関する情報サービスをインターネット公式ホームページ（委託先：J リー

グ映像（株））及び「J’sGOAL（インターネット）」（委託先：Jリーグ映像（株））を通じて行った。 

（2） 「J リーグオフィシャルファンズガイド 2008」及び「リーグイヤーブック 2008（公式記録集）」を
主要メディアに無償で配布した。 

 

-7 Ｊリーグに関する活動についての説明会の実施 

Ｊリーグの理念及び活動、また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、2008J リーグキックオフカンファレンスを実施した。また、各主要地域において、説明会、

懇談会及びルール説明会を実施した。 

 

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 

Ｊリーグの定款目的に賛同する企業等を対象に、Ｊリーグのスポンサー及びサプライヤーとし
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ての交渉及び契約を行った。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）、コナミ（株）、（株）ア

イデム、サントリー（株）（※1）、（株）ジャパンエナジー（※1）、三菱 UFJ ニコス（株）（※1）、

（株）平和（※1）、GE コンシューマー・ファイナンス（株）（※1）、マイラン製薬（株）（※2）、

（株）レオパレス21（※2） 

（※1）2007年12月31日までの契約 

（※2）2008年1月1日からの契約 

■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 

■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 

（株）スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 

■リーグカップスポンサー 

ヤマザキナビスコ（株） 

■スーパーカップスポンサー 

富士ゼロックス（株） 

■オールスターサッカースポンサー 

（株）ジャパンエナジー 

■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 

■90°システム広告スポンサー 

サントリー（株）･･･2007年12月31日までの契約、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、

（株）ジャパンエナジー･･･2008年1月1日からの契約 

■エクイップメントサプライヤー 

（株）モルテン 

■J リーグオフィシャルサプライヤー 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）ビジョンケアカンパニー･･･2008年1月1日からの契約 

■オフィシャルレフェリーエクイップメントパートナー 

アディダスジャパン（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)エスエスケイ、兼松繊維（株）、（株）カレッジ

リーグ、（株）ディアドラ・ジャパン･･･2008年1月31日までの契約、（株）デサント、（株）ナイ

キジャパン、ファイテン（株）、プーマジャパン（株）、プーマアパレルジャパン（株）、（株）フ

ェニックス、ミズノ（株）、（株）ロイヤル、（株）ワコール 

■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
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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。 

 

-2 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。 

 

-3 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：Ｊリーグ映像（株）ならびに（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。また、Ｊリーグ関連 3 社への運営に参画することにより、Ｊリーグ経営基盤の拡大、サッカー

の普及及びスポーツ振興に寄与した。 

 

■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 7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： 16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、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） 
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事務所所在地： 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス 7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：  5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

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 8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：  13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

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。 


