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平成20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5,899,063人、1試合平均は19,278人であった。 

  

開催期間 3月8日（土）～  12月6日（土） 

  主に土曜日または水曜日に開催 

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 川崎フロンターレ 

3位 名古屋グランパス 

4位 大分トリニータ 

5位 清水エスパルス 

6位 FC東京 

7位 浦和レッズ 

8位 ガンバ大阪 

9位 横浜F・マリノス 

10位 ヴィッセル神戸 

11位 柏レイソル 

12位 大宮アルディージャ 

13位 アルビレックス新潟 

14位 京都サンガF.C. 

15位 ジェフユナイテッド千葉 

16位 ジュビロ磐田 

17位 東京ヴェルディ 

18位 コンサドーレ札幌  

 

 -2 Ｊ2 リーグ戦 

J2 会員 15 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2,227,570人、1試合平均は7,072人であった。 

 

開催期間 3月8日（土）～12月6日（土） 

主に土曜日または水曜日に開催 

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 3回戦総当りリーグ戦、全315試合 

出場クラブ J2会員15クラブ 

成績  優勝 サンフレッチェ広島 

  2位 モンテディオ山形 

  3位 ベガルタ仙台 

  4位 セレッソ大阪 

  5位 湘南ベルマーレ 

  6位 サガン鳥栖 
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 7位 ヴァンフォーレ甲府 

 8位 アビスパ福岡 

 9位 ザスパ草津 

 10位 横浜FC 

 11位 水戸ホーリーホック 

 12位 ロアッソ熊本 

 13位 FC岐阜 

14位 愛媛FC 

15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722,330人、

1試合平均は11,841人であった。 

 

大会名 2008Ｊ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20日（木・祝） 

2節 3月23日（日） 

3節 4月16日（水）   

4節 5月25日（日） 

5節 5月31日（土） 

6節 6月8日（日） 

決勝トーナメント 

準々決勝 第1戦 7月2日（水) 

第2戦 8月6日（水) 

準決勝 第1戦 9月3日（水） 

第2戦 9月7日（日） 

  決勝  11月1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 

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、グループ内でホーム＆アウェイ

総当りの予選リーグを実施。AFC チャンピオンズリーグ予選リーグ出場

の2クラブ（鹿島アントラーズ、ガンバ大阪）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。 

出場クラブ J1会員18クラブ 

成績  優勝 大分トリニータ 

  2位 清水エスパルス 

  3位 名古屋グランパス、ガンバ大阪 

  MVP 高松 大樹（大分） 

  ニューヒーロー賞  金崎 夢生（大分） 

 

   -4 第88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13日（土）、14日（日） 

2回戦  9月20日（土） 

  3回戦  10月12日（日） 



- 6 - 

  4回戦  11月2日（日）、3日（月・祝）、5日（水）、16日（日） 

  5回戦  11月15日（土）、26日（水） 

  準々決勝戦 12月20日（土）、25日（木） 

  準決勝戦  12月29日（月） 

  決勝戦  2009年1月1日（木・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 

J2：15チーム 

第10回JFL前期の上位1チーム 

第32回総理大臣杯全日本大学サッカー選手権大会優勝チーム 

都道府県代表47チーム 

成績 優勝 ガンバ大阪 

準優勝 柏レイソル 

3位 FC東京、横浜F・マリノス 

 

-5 J1・J2入れ替え戦 

開催期間 第1戦 12月10日（水） 

  第2戦 12月13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 ジュビロ磐田（J1：16位） 

   ベガルタ仙台（J2：3位） 

成績  J1残留 ジュビロ磐田 

   J2 ベガルタ仙台 

 

‐6 オールスターサッカー 

Ｊリーグの選抜選手と韓国プロサッカーリーグ「Ｋリーグ」の選抜選手による公式試合

を有料で開催し、その成績に応じて表彰を行った。J リーグ選抜は、J1 会員 18 クラブ

の中から、JOMO CUP 2008 出場選手選考委員会にて 18 名を選出。入場者実数は 27,629

人であった。 

大会名 JOMO CUP 2008 

開催期日 8月2日（土） 

開催場所 東京・国立競技場 

大会方式 Ｊリーグの選抜選手と韓国プロサッカーリーグ「Ｋリーグ」の選抜選手

による対戦。 

出場選手 J-ALLSTARS  

GK 楢﨑 正剛（名古屋）、都築 龍太（浦和） 

DF 中澤 佑二（横浜FM）、田中 マルクス闘莉王（浦和）、新井場 

徹（鹿島）、岩政 大樹（鹿島）、阿部 勇樹（浦和） 

MF 金 南一（神戸）、小笠原 満男（鹿島）、山瀬 功治（横浜FM）、

中村 憲剛（川崎）、駒野 友一（磐田）、今野 泰幸（FC東京）、

二川 孝広（G大阪）、金崎 夢生（大分） 

FW  ヨンセン（名古屋）、鄭 大世（川崎）、巻 誠一郎（千葉） 

監督 オズワルド オリヴェイラ（鹿島） 
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K-ALLSTARS  

GK イ ウンジェ、キム ヨングァン 

DF キム ヒョンイル、キム チゴン、イ ジョンス 

MF  チェ ヒョジン、キム チウ、チョ ウォンヒ、チェ ソング

ッ、イ グァンウ、チョン ギョンホ、イ ドンシク 

FW ラドンチッチ、ドゥドゥ、チョン ジョグッ、キム ジンヨン、

エドゥー、チャン ナムソク 

監督 チャ ボングン 

結果  J-ALLSTARS（1-3）K-ALLSTARS 

成績  優勝 K-ALLSTARS 

MVP チェ ソングッ（K-ALLSTARS） 

敢闘賞 田中 マルクス闘莉王（J-ALLSTARS） 

 
   -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36,880人であった。 

 

大会名 FUJI XEROX SUPER CUP 2009 

開催期日 2009年2月28日（土） 

開催場所 東京・国立競技場 

大会方式 2008Ｊリーグチャンピオン（鹿島アントラーズ）vs 

  第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝（ガンバ大阪） 

結果    鹿島アントラーズ（3-0）ガンバ大阪 

成績  優勝 鹿島アントラーズ 

   準優勝 ガンバ大阪 

 

-8 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 2008Jサテライトリーグ 

開催期間  3月9日（日）～11月30日（日） 

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、原則、各グループ内 2 回戦総当たりリ

ーグ戦（但し、鹿島アントラーズ及び浦和レッズは、AFCチャンピオンズ

リーグ2008に出場するため、互いの対戦は免除される） 

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 横浜F・マリノス 

  2位 コンサドーレ札幌 

  3位 湘南ベルマーレ 

  4位 柏レイソル 

  5位 ジェフユナイテッド千葉   
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Bグループ 

1位 東京ヴェルディ 

  2位 ベガルタ仙台 

  3位 モンテディオ山形 

  4位 アルビレックス新潟 

  5位 大宮アルディージャ 

Cグループ 

1位 FC東京 

     2位 水戸ホーリーホック 

  3位 鹿島アントラーズ 

  4位 浦和レッズ 

  5位 ザスパ草津 

Dグループ 

1位 ジュビロ磐田 

2位 名古屋グランパス 

3位 川崎フロンターレ 

4位 清水エスパルス 

5位 ヴァンフォーレ甲府 

Eグループ 

1位 ガンバ大阪 

2位 ヴィッセル神戸 

3位 セレッソ大阪 

4位 京都サンガF.C. 

5位 徳島ヴォルティス 

Fグループ 

1位 愛媛FC 

2位 ロアッソ熊本 

3位 サンフレッチェ広島 

4位 大分トリニータ 

5位 サガン鳥栖 

 

-9 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 入場者数

2009年2月1日（日） 
鹿島アントラーズレジェ

ンドスターズ 
vs

ジュビロ磐田レジェ

ンドスターズ 

県立カシマサッカー

スタジアム 
4-2(0-1) 15,735

2009年2月14日（土） ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜FC 沖縄市陸上競技場 0-2(0-0) 4,202

2009年2月21日（土） 鹿島アントラーズ vs 水戸ホーリーホック 
県立カシマサッカー

スタジアム 
4-0(1-0) 7,454

2009年2月21日（土） 清水エスパルス vs ジュビロ磐田 日本平スタジアム 2-1(0-0) 11,284

2009年2月22日（日） 柏レイソル vs
ジェフユナイテッド

千葉 
日立柏サッカー場 3-1(1-1) 10,225

2009年2月22日（日） FC東京 vs コンサドーレ札幌 北谷公園陸上競技場 1-2(1-0) 4,834

2009年2月22日（日） 名古屋グランパス vs FC岐阜 豊田スタジアム 2-0(1-0) 9,070

2009年2月22日（日） セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 大阪長居スタジアム １-0(1-0) 16,602
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② 公式記録の作成、管理及び運用 

-1 試合記録 

J1 及び J2 会員クラブによるリーグ戦の試合等、公式試合及び公式行事の記録の作成及

び収録、保管及び管理、試合速報等の販売を（株）J リーグメディアプロモーションに

委託し行った。 

（業務委託先：（株）Jリーグメディアプロモーション…（株）Jリーグメディアプロモ

ーションは、データスタジアム（株）《含む現委託先のエス・アンド・アイ（株）及び

（株）センテコミュニケーションズ》と協力してJリーグデータセンター運営業務を行

った。） 

 

-2 映像 

J1 及び J2 会員クラブ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（株）J リーグメディアプロモーショ

ンに委託し行った。 

 

-3 静止画像 

J1 及び J2 会員クラブ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 2008Jリーグアウォーズ 

開催期日 12月22日（月） 

開催場所 東京・MEETS PORT JCBホール 

受賞者 （1）最優秀選手賞 

マルキーニョス（鹿島） 

（2）ベストイレブン 

楢﨑 正剛（名古屋）、岩政 大樹（鹿島）、内田 篤人（鹿島）、

田中 マルクス闘莉王（浦和）、中澤 佑二（横浜FM）、山口 智

（G大阪）、中村 憲剛（川崎）、小川 佳純（名古屋）、遠藤 保

仁（G大阪）、マルキーニョス（鹿島）、柳沢 敦（京都） 

（3）優秀選手賞 

GK（4名） 

曽ヶ端 準（鹿島）、川島 永嗣（川崎）、楢﨑 正剛（名古屋）、

西川 周作（大分） 

DF（10名） 

新井場 徹（鹿島）、岩政 大樹（鹿島）、内田 篤人（鹿島）、

阿部 勇樹（浦和）、田中 マルクス闘莉王（浦和）、長友 佑

都（FC 東京）、中澤 佑二（横浜 FM）、阿部 翔平（名古屋）、

山口 智（G大阪）、森重 真人（大分） 

MF（9名） 

青木 剛（鹿島）、小笠原 満男（鹿島）、中村 憲剛（川崎）、

小川 佳純（名古屋）、遠藤 保仁（G 大阪）、明神 智和（G
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大阪）、エジミウソン（大分）、金崎 夢生（大分）、ホベルト

（大分） 

FW（7名） 

ダヴィ（札幌）、マルキーニョス（鹿島）、鄭 大世（川崎）、

玉田 圭司（名古屋）、ヨンセン（名古屋）、柳沢 敦（京都）、

大久保 嘉人（神戸） 

（4）得点王 

マルキーニョス（鹿島） 

（5）新人王 

小川 佳純（名古屋） 

（6）優秀新人賞 

長友 佑都（FC東京）、原 一樹（清水）、小川 佳純（名古

屋） 

   （7）フェアプレー賞 高円宮杯 

清水エスパルス 

（8）フェアプレー賞 J１ 

ガンバ大阪 

（9）フェアプレー賞 J 2 

ベガルタ仙台 

（10）フェアプレー個人賞 

川口 能活（磐田） 

（11）最優秀監督賞 

オズワルド オリヴェイラ（鹿島） 

（12）優秀主審賞 

吉田 寿光 

   （13）優秀副審賞 

廣嶋 禎数 

   （14）Jリーグベストピッチ賞 

日本平スタジアム 

   （15）功労賞 

    （該当者なし） 

   （16）功労選手賞 

秋田 豊、名良橋 晃、黒崎 久志、山口 素弘 

   （17）特別賞 

ガンバ大阪 

   （18）チェアマン特別賞 

ガンバ大阪 

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、

カリブ海クルーズペアの旅 

（2）ベストイレブン 

ブック型楯、賞金1,000,000円、クリスタル・オーナメント 

（3）優秀選手賞 

記念メダル（18K） 

（4）得点王 
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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）新人王 

ブック型楯、賞金500,000円、オリジナル高級置き時計（ティ

ファニー製）、オリジナル純金メダル＆ブック型表彰楯 

（6）優秀新人賞 

  記念メダル（18K） 

（7）フェアプレー賞 高円宮杯 

高円宮杯、賞金 5,000,000円 

（8）フェアプレー個人賞 

楯、賞金500,000円 

（9）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 HF11、旅行券（100万円分） 

（10）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ボール

型トロフィー 

（11）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 

（12）Jリーグベストピッチ賞 

  楯 

（13）功労選手賞 

  楯、腕時計 

 

-2 リーグ戦成績及びリーグカップ戦成績に対する表彰 

■2008J1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）、 

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（準優勝銀 

    皿） 

3位 名古屋グランパス  賞金80,000,000円 

4位 大分トリニータ  賞金60,000,000円 

5位 清水エスパルス  賞金40,000,000円 

6位 FC東京   賞金20,000,000円 

7位 浦和レッズ  賞金10,000,000円 

 

■2008J2リーグ戦 

優勝 サンフレッチェ広島 賞金20,000,000円、Jリーグ杯 

準優勝 モンテディオ山形  賞金10,000,000円、Jリーグ杯 
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■2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 

優勝 大分トリニータ  賞金100,000,000円、Jリーグカップ（チェ 

アマン杯）、ヤマザキナビスコカップ（スポ

ンサー杯）、メダル 

2位 清水エスパルス  賞金50,000,000円、楯、メダル 

3位 名古屋グランパス  賞金20,000,000円、楯 

3位 ガンバ大阪  賞金20,000,000円、楯 

MVP 高松 大樹（大分） 賞金1,000,000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 

ニューヒーロー賞 

金崎 夢生（大分） 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 

■ JOMO CUP 2008 

勝利チーム K-ALLSTARS JOMO CUP 

MVP  チェ ソングッ（K-ALLSTARS） 

賞金 1,000,000 円、Mercedes-Benz V350 

TREND 

敢闘賞  田中 マルクス闘莉王（J-ALLSTARS）   

賞金500,000円 

     

■FUJI XEROX SUPER CUP 2009 

優勝 鹿島アントラーズ  賞金30,000,000円、ゼロックススーパーカ 

    ップ、メダル 

準優勝 ガンバ大阪  賞金20,000,000円、メダル 

 

■Ｊユースカップ2008第16回Ｊリーグユース選手権大会 

優勝 ガンバ大阪ユース  Jユースカップ、朝日・日刊杯、金メダル 

準優勝 セレッソ大阪U-18  朝日・日刊杯、銀メダル 

3位 FC東京U-18  朝日・日刊杯 

東京ヴェルディユース 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･･･〔専門委員会〕医事委員会はJFAスポーツ医学委員会に所管される

ため廃止により削除。 

・ J リーグ規約･･･〔J1,J2 クラブの入れ替え〕J2 が 18 チームとなり入れ替え戦が撤
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廃されたため、全文削除。 

・ Jリーグ試合実施要項･･･〔外国籍選手〕試合エントリーすることができる外国籍選

手は、１チーム３名以内とする。ただし，アジアサッカー連盟（AFC）加盟国の国籍

を有する選手については、１名に限り追加でエントリーすることができる。 

・ Ｊ1・J2入れ替え戦試合実施要項･･･J2が18チームとなり入れ替え戦が撤廃された

ため、全文削除。 

 

-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 

初めてプロ契約を締結する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 2008Jリーグ新人研修 

開催期日 2008シーズン 

対象者 2008年のＪ1及びJ2会員クラブの新加入選手（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。 

 

研修会名 2009Jリーグ新人研修会 

開催期日 2009年2月1日（日）～3日（火） 

対象者 2009年のＪ1及びJ2会員クラブの新加入選手及び、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 2009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。 
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・ 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） 選手一貫教育の実施 

下部組織の選手の育成のため、サッカーの技術面だけでなく、子供たちの問題解決

能力や考える力を引き出す等、人間性や社会性を育む活動を行った。 

 
   グループ A グループ B グループ C 参加者 

  

鹿島、浦和、FC東京、東京V、横浜

FM、清水、磐田、京都、G大阪、C

大阪、広島 

仙台、大宮、千葉、柏、川

崎、湘南、新潟、名古屋、

神戸、愛媛、大分  

札幌、山形、水戸、草津、

横浜FC、甲府、岐阜、徳島、

福岡、鳥栖、熊本 

センター長
リーダー 

コーチ 

STEP1 6月30日(月)～7月1日(火) 7月9日(水)～10日(木) 7月2日(水)～3日(木) ○ ○ 

STEP2 9月18日(木)～19日(金) （同左） （同左） ○ - 

STEP3 11月25日(火)～26日(水) 11月28日(金)～29日(土) 11月25日(火)～26日(水) ○ - 

STEP4 12月15日(月)～16日(火) （同左） （同左） ○ - 

STEP5 2009年1月12日(月)～13日(火) （同左） （同左） ○ - 

 

（2） 研修会等の実施 

下部組織の指導者の養成を目的として、J クラブ下部組織指導者を対象とした研修

会を実施した。また、下部組織選手の育成を目的として、J リーグの理念の訴求や

ルール徹底のため、ジュニアユース、ユース選手を対象にルール講習会を行った。 

 

研修会名  2008年度Jリーグ育成・下部組織指導者研修会（キッズ年代指導者対象） 

開催期日 11月4日（火）～6日（木） 

対象者 J１及びJ2会員クラブのキッズ年代の指導者 

会場 新潟・あてま高原リゾート「ベルナティオ」 

 

研修会名  2008年度Jリーグ育成・下部組織指導者研修会（ジュニア年代指導者対

象） 

開催期日 第1回 2009年2月9日（月）～11日（水） 

  第2回 2009年2月11日（水）～13日（金） 

対象者 第1回 J1会員クラブのジュニア年代の指導者 

  第2回 J2会員クラブのジュニア年代の指導者 

会場 静岡・ヤマハリゾートつま恋 

 

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 6月16日（月）  

  第2回 8月6日（水） 

対象者 J1及びJ2会員クラブの下部組織指導者 

会場 東京・JFAハウス 

講師 第1回 ホセ・ルイス・レアル氏（チーバス育成部ディレクター）  

第2回 ベルント シュトゥバー氏（ドイツサッカー協会コーチライセ

ンス研修責任者） 

 

研修会名 ルール講習会（ユース） 

開催期日 4～5月 

対象者 J１及びJ2会員クラブのユース選手 
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会場 J１及びJ2会員クラブのクラブハウス他 

 

（3） 育成年代の試合環境整備の推進 

1人でも多くの優秀な選手を輩出するために、育成年代の試合環境の整備を推 

進した。 

 

（ア） 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2008第16回Jリーグユース選手権大会

開催期間 予選リーグ 

   7月13日（日）～11月24日（月・祝） 

  決勝トーナメント 

  1回戦  12月7日（日） 

  2回戦  12月13日（土）、14日（日） 

  準々決勝  12月20日（土） 

  準決勝  12月23日（火・祝） 

  決勝  12月27日（土） 

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  ベストアメニティスタジアム 

   2回戦  出場クラブホームスタジアム等 

  準々決勝  NACK5スタジアム大宮、長居第2陸上競技場 

  準決勝  長居第2陸上競技場 

  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 水戸ホーリーホックユース 

5位 ザスパ草津U-18 
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     Bグループ 1位 横浜 Ｆ・マリノスユース 

     2位 鹿島アントラーズユース 

     3位 ヴァンフォーレ甲府ユース 

     4位 ベガルタ仙台ユース 

   Cグループ 1位 FC東京U-18 

     2位 大宮アルディージャユース 

     3位 横浜FCユース 

     4位 モンテディオ山形ユース 

     5位 湘南ベルマーレユース 

   Dグループ 1位 柏レイソル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 

   Eグループ 1位 ガンバ大阪ユース 

     2位 清水エスパルスユース 

     3位 大分トリニータU-18 

     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 サンフレッチェ広島F.Cユース 

     3位 ヴィッセル神戸ユース 

     4位 愛媛FCユース 

   Gグループ 1位 名古屋グランパスU-18 

     2位 京都サンガF.C.U-18 

     3位 サガン鳥栖U-18 

     4位 アビスパ福岡U-18 

5位 ジュビロ磐田ユース 

成績（決勝トーナメント） 優勝 ガンバ大阪ユース 

     準優勝 セレッソ大阪U-18 

     3位 FC東京U-18 

東京ヴェルディユース 

 

（イ） J リーグU-16チャレンジリーグ 

開催期日 2009年3月20日（金・祝）～22日（日） 

開催場所 新潟・アルビレッジ 

大会方式 6チームによる総当りリーグ戦 

出場クラブ 参加を希望したJ1及びJ2 会員のU-16 チーム11クラブより、

4 クラブを抽選にて選出。2008J ユースカップ優勝のガンバ大

阪と、開催地のアルビレックス新潟は自動選出とした 

 

（ウ） J リーグU-14 

開催期間 4月～2009年3月 

開催場所 各クラブのホームタウンにおける競技場等 

大会方式 参加クラブを5ブロックに分け、ブロック別に大会方式を決定

し、実施する 
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出場クラブ J1会員18クラブ及びJ2会員15クラブのジュニアユースチー

ムと日本クラブユースサッカー連盟所属チーム（計55チーム） 

 

（エ） J リーグU-13 

開催期間 4月～2009年3月 

開催場所 各クラブのホームタウンにおける競技場等 

大会方式 参加クラブを5ブロックに分け、ブロック別に大会方式を決定

し、実施する 

・ ホーム＆アウェイ方式による2回戦総当りリーグ戦 

・ ホーム＆アウェイ及びセントラル方式による 2 回戦総当り

リーグ戦 

・ ホームorアウェイ方式による1回戦総当りリーグ戦 

出場クラブ J1会員18クラブ及びJ 2会員15クラブのジュニアユースチー

ム、日本クラブユースサッカー連盟所属チーム、（財）日本中

学校体育連盟所属の中学校チーム、都道府県選抜チーム（計112

チーム） 

 

（オ） J リーグU-12フェスティバル 

開催期間 7月下旬～8月 

開催場所 全国6箇所 

活動内容 8人制サッカー、自然体験、ASEプログラム等 

参加クラブ J1会員18クラブ及びJ2会員15クラブ 

 

（4） 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。 

 

（5） 育成年代における医科学活動 

育成年代の選手のフィジカル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。 

 

活動名 フィジカル測定 

開催期日 2009年2月～3月 

対象者  J1 会員 18クラブ及びJ2会員15クラブのジュニア及びジュニアユース

選手 

会場 各クラブ 

 
（6） 試合分析等 

育成年代の一貫指導体制の充実を図るために、育成年代の試合分析を行う。各年代

の課題及び特徴をつかみ、指導者養成の充実を図る。また、育成センターの情報共

有を促し、育成環境の整備を促進した。 

 

-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



- 18 - 

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 2008（平成20）年度（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 2008（平成20）年度（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 2008（平成20）年度（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～2009年1月、14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 2008（平成20）年度（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19日（水）～24日（月） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブの下部組織指導者他 

会場  滋賀・守山パーク／レイクさがわ 

 

研修会名 2008（平成20）年度（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 2009年1月4日（日）～9日（金） 

対象者 Jリーグ選手協会会員選手及びOB  

会場  静岡・ヤマハリゾートつま恋 

 

研修会名 監督会議 

開催期日 2009年2月27日（金） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブの監督 

会場  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4回） 

開催期日 6 月 1 日（日）、7月 27 日（日）、9月 15 日（月・祝）、2009 年 3 月 28

日（土） 

対象者 Ｊリーグ担当主審 

会場  東京、横浜 

 

 



- 19 - 

研修会名 副審研修会（計2回） 

開催期日 9月6日（土）、2009年3月1日（日） 

対象者 Jリーグ担当副審 

会場  東京、横浜 

 

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 4月27日（日）、11月1日（土） 

対象者 Ｊリーグ担当審判員 

会場  東京 

 

研修会名 フィットネストレーニング 

開催期日 2009年2月28日（土） 

対象者 Ｊリーグ担当主審 

会場  東京 

 

研修会名 レフェリング分析 

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 プロフェッショナル契約レフェリーキャンプ 

開催期日 3月～11月（ほぼ隔週） 

対象者 プロフェッショナル契約レフェリー 

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、日産フィールド小机、他 

 

研修会名 Ｊリーグ担当審判員開幕前研修会 

開催期日 2009年2月28日（土）～3月1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 

開催期日 8月2日（土）～3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 
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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 2009年2月28日（土）～3月1日（日） 

対象者 2009Ｊ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、正田醤油スタジアム群馬、

埼玉スタジアム2002、さいたま市浦和駒場スタジアム、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、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、鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム、ニンジニアスタ

ジアム、レベルファイブスタジアム、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『チームガイストⅡ』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、スカパーJSAT（株）、NHK、TBS 等と放

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。 
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研修会名 チームドクター研修会 

開催期日 2009年1月18日（日） 

対象者 J1及びJ2会員クラブのチームドクター 

会場  東京・JFAハウス 

 

研修会名 2008JリーグGM講習会 

開催期日 6月17日（火）～2009年3月26日（木）の期間中16セッション 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブの経営に携わる者他の中から選出された16名 

会場  東京・JFAハウス、他 

 

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会員クラブの広報担当者 

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 

開催期日 Aコース：10月16日（木）～27日（月） 

B、Cコース：11月8日（土）～18日（火）  

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブの育成センター長もしくは準ずる者 

研修先 Aコース：アルゼンチン 

  Bコース：ドイツ、オーストリア 

  Cコース：ドイツ、チェコ 

 

研修会名 ホームタウン・イレブンミリオン アメリカ研修 

開催期日 8月31日（日）～9月11日（木） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブのホームタウン・イレブンミリオン担当者 

研修先 アメリカ 

 

研修会名 ホームタウン・イレブンミリオン 欧州研修 

開催期日 2009年1月9日（金）～20日（火） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブのホームタウン・イレブンミリオン担当者 

研修先 スペイン、ポルトガル、イングランド 

 

   -2  サッカーに関する情報収集のための研修 

 

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
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究会を開催した。 

 

開催期日 2009年2月12日（木） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブ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 

海外のサッカースタジアム及びスポーツ施設を調査研究し、その成果を冊子及び映像に

とりまとめて公表した。また、サッカースタジアムの新設または大規模改修を検討して

いる地方自治体に、具体的な助言、提案を行なった。これらの経験を踏まえて、（財）

日本サッカー協会とともに新・スタジアム基準の策定に着手した。 

 

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、準加盟クラブの

経営を確立するための指導を行った。更に、J リーグ準加盟を目指すクラブ向けに、セ

ミナーを開催した。 

 

■今年度認定準加盟クラブ：町田ゼルビア、V・ファーレン長崎 

■既認定準加盟クラブ：ガイナーレ鳥取、ニューウェーブ北九州 

 

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 10月18日（土）、19日（日） 

対象者 「Ｊリーグ準加盟クラブ」への申請を予定しているクラブ関係者 

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14日（水） 全体会議 

  8月25日（月） シーズンチケット座談会 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブ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リーグ及び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 
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調査期間 6月～10月  

調査協力者 仲澤 眞、高橋 義雄（以上、筑波大学）、原田 宗彦（早稲田大学）、

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 2009年1月28日（水） 

対象者 Ｊ1及びJ2会員クラブ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 

 

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。 

 

・ ヒューマンリソースディベロップメントグループと連携し「新人研修」、及び、リー

グプロデュースグループと連携し「ブランドアップセミナー」の実施に向けた調整を

行い、J1及びJ2会員クラブの選手、スタッフ等に対する教育、研修施策を展開した。 

・ 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。 

・ 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 

■AFCチャンピオンズリーグ2008 
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アジアサッカー連盟主催のAFCチャンピオンズリーグ2008に、鹿島アントラーズ（2007

Ｊリーグ優勝）とガンバ大阪（第 86 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、前年度ACL優勝の浦和レッズは決勝トーナメントから出場した。結

果、ガンバ大阪が優勝し、更に国際サッカー連盟（FIFA）主催のFIFA Club World Cup Japan 

2008に出場し、3位となった。 

 

予選リーグ3回戦  4月9日（水） 

場所  県立カシマサッカースタジアム 

対戦・結果 鹿島アントラーズ 1-0 北京国安（中国） 

 

場所  Telstra Dome （メルボルン） 

対戦・結果 メルボルンビクトリー（オーストラリア）3-4 ガンバ大阪  

 

予選リーグ4回戦  4月23日（水） 

場所  Feng Tai Stadium（北京） 

対戦・結果 北京国安（中国）1-0 鹿島アントラーズ 

 

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪2-0メルボルンビクトリー(オーストラリア) 

 

予選リーグ5回戦  5月7日（水） 

場所  県立カシマサッカースタジアム 

対戦・結果 鹿島アントラーズ8-1クルンタイバンク（タイ） 

 

場所  Supachalasai National Stadium (バンコク) 

対戦・結果 チョンブリFC（タイ）0-2ガンバ大阪 

 

予選リーグ6回戦  5月21日（水） 

場所  My Dihn Stadium （ハノイ） 

対戦・結果 ナムディン（ベトナム）0-4鹿島アントラーズ 

 

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪1-1全南ドラゴンズ(韓国) 

 

準々決勝 

期日  9月17日（水） 

場所  県立カシマサッカースタジアム 

対戦・結果 鹿島アントラーズ1-1アデレード・ユナイテッド（オーストラリア） 

 

期日  9月17日（水） 

場所  Mohammed Al Hamad Stadium 

対戦・結果 アル・カディシア（クウェート）3-2浦和レッズ  
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期日  9月17日（水） 

場所  Khaled Ibn Al Waleed Stadium 

対戦・結果 アル・カラマ（シリア）1-2ガンバ大阪 

 

期日  9月24日（水） 

場所  Hindmarsh Stadium 

対戦・結果 アデレード・ユナイテッド（オーストラリア）1-0鹿島アントラーズ 

 

期日  9月24日（水） 

場所  埼玉スタジアム2002 

対戦・結果 浦和レッズ2-0アル・カディシア（クウェート） 

 

期日  9月24日（水） 

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪2-0アル・カラマ（シリア） 

 

準決勝 

期日  10月8日（水）  

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪1-1浦和レッズ  

 

期日  10月22日（水）  

場所  埼玉スタジアム2002 

対戦・結果 浦和レッズ1-3ガンバ大阪 

 

決勝 

期日  11月5日（水）  

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪3-0アデレード・ユナイテッド（オーストラリア） 

 

期日  11月12日（水）  

場所  Hindmarsh Stadium（Adelaide） 

対戦・結果 アデレード・ユナイテッド（オーストラリア0-2ガンバ大阪 

 

■AFCチャンピオンズリーグ2009 

アジアサッカー連盟主催のAFCチャンピオンズリーグ2009に、鹿島アントラーズ（2008

Ｊリーグ優勝）、川崎フロンターレ（2008Ｊリーグ準優勝）、名古屋グランパス（2008Ｊ

リーグ 3 位）及びガンバ大阪（第 87 回天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝）が出場

した。 

 

グループステージ：グループE  

期日  2009年3月10日（火） 

場所  蔚山ワールドカップスタジアム（蔚山） 
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対戦・結果 蔚山現代（韓国）1-3名古屋グランパス 

   

期日  2009年3月17日（火） 

場所  瑞穂陸上競技場 

対戦・結果 名古屋グランパス0-0北京国安（中国） 

 

グループステージ：グループF 

期日  2009年3月10日（火） 

場所  万博記念競技場 

対戦・結果 ガンバ大阪3-0山東魯能（中国） 

 

期日  2009年3月17日（火） 

場所  ソウルワールドカップスタジアム （ソウル） 

対戦・結果 ＦＣソウル（韓国）2-4ガンバ大阪 

 

グループステージ：グループG 

期日  2009年3月11日（水） 

場所  水原ワールドカップスタジアム （水原） 

対戦・結果 水原三星ブルーウィングス（韓国）4-1鹿島アントラーズ 

   

期日  2009年3月18日（水） 

場所  県立カシマサッカースタジアム 

対戦・結果 鹿島アントラーズ2-0上海申花（中国） 

 

グループステージ：グループH 

期日  2009年3月11日（水） 

場所  等々力陸上競技場 

対戦・結果 川崎フロンターレ1-0天津泰達（中国） 

   

期日  2009年3月18日（水） 

場所  スティールヤード （浦項） 

対戦・結果 浦項スティーラーズ（韓国）1-1川崎フロンターレ 

 

■パンパシフィックチャンピオンシップ2009 

パンパシフィックチャンピオンシップ2009に、大分トリニータ（2008Jリーグヤマザキ

ナビスコカップ優勝）が出場した。アメリカ・ロサンゼルス ホームデポセンターで 4

チームによるトーナメント方式で行われ、大分トリニータは3位になった。 

 

1回戦 

期日  2009年2月18日（水） 

対戦・結果 ロサンゼルス・ギャラクシー（アメリカ）2－0大分トリニータ 

  

3位決定戦 
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期日  2009年2月2１日（土） 

対戦・結果 山東魯能泰山FC（中国）1－2大分トリニータ 

 

-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 入場者数

6月18日（水） 横浜F・マリノス vs 城南一和（韓国） 日産スタジアム 2-1(0-0) 6,119

7月31日（木） 浦和レッズ vs
FCバイエルン・ミュン

ヘン（ドイツ） 
埼玉スタジアム2002 2-4(0-3) 27,292

7月31日（木） FC東京 vs
オリンピア・アスンシオ

ン（パラグアイ） 
味の素スタジアム 1-0(1-0) 6,122

7月31日（木） 横浜F・マリノス vs ボーフム（ドイツ） 日産スタジアム 1-1(1-0) 9,653

  

-3 国際交流試合の実施 

下部組織選手を対象に、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、海外での試合並びに海外チームを招聘しての試合を実施した。 

 

Jリーグ選抜（U－14）を編成し、海外キャンプを行った。 

期間  8月21日（木）～28日（木） 

場所  オランダ・レッケルチルク、ドイツ・ケルン 

大会名 ミモザカップ 

大会成績 準優勝（6勝1敗1分） 

【交流試合】 

Jリーグ選抜（U-14） 1-0 エクセシオール（オランダ） 

Jリーグ選抜（U-14） 4-1 1.FCケルン（ドイツ） 

 

Jリーグ選抜（U－15）を編成し、海外キャンプを行った。 

期間  8月18日（月）～28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11回日伯友好カップ 

大会成績 2敗1引き分けで予選リーグ敗退 

Jリーグ選抜（U-15） 2-6 ヴァスコダガマ 

Jリーグ選抜（U-15） 2-4 ノヴァ イグアス 

Jリーグ選抜（U-15） 1-1 ヴィトーリア 

2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） 2-0 アルトヌール 

  Jリーグ選抜（U-15） 2-1 マデュレイラ 

  Jリーグ選抜（U-15） 2-3 CFZジュヴェニール 

 

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
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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 

札幌 

7月～2009年2月（月

2回） 

札幌市籐野野外ス

ポーツ交流施設及

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 

4/12(土)、13(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 2008 
スキー 

教室、大

会 
小学生 

仙台 

冬休み期間1回 宮城県内庭球場 

ベガルタ仙台・ソフトテニス教

室及びソフトテニス指導者教

室 

ソフトテニス 教室 

宮城県中学・高校ソフト

テニス指導者ならびに

中学・高校ソフトテニス

選手 

5月～2009年1月（月

2回） 
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 

夏休み期間中1回

（または2回） 
仙台市内 

ベガルタ仙台・女子サッカー

教室 
女子サッカー 教室 

女子（小学校6年～中

学生） 

山形 通年 山形県内、ほか 女子駅伝事業 駅伝 チーム 
チームは監督1名、選

手2名 

鹿島 

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 

12月 
カシマスポーツセン

ター 

第10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 大会 小学生 

水戸 

5月～2009年3月（週

2回） 

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 

5月～7月、9月～12

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 

草津 

7月27日（日） 
前橋総合運動公園 

サッカー場 

2008ザスパ草津杯知的障害

者サッカー大会 
障害者サッカー 大会 

群馬県内の養護学校

生、養護学校卒業生ま

たは社会福祉施設利用

者からなるチーム 

9月6日（土）から3

月14日（土）の毎週

土曜日（ホーム開催

日を除く） 

正田醤油スタジアム

及び敷島公園補助

競技場 

2008ザスパ草津ジュニア陸

上教室 
陸上競技 教室 

前橋市内及び周辺の小

学生 

浦和 

4月～12月（期間中

週1回） 

レッズランドフットサ

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 

通年（週3回） 
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） 

通年（週1～2回） 
レッズランドグラウン

ド 
ランニングプロジェクト ランニング 教室 小学生以上 

千葉 

夏期1泊2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 
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 

11月15日、22日 市原臨海体育館 
第34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

ボール連盟に登録して

いるチーム 

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 
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東京V 

5月6日（火・祝） 

稲城中央公園総合

グラウンド及びその

周辺 

第4回東京ヴェルディ稲城グ

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 

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（5月以降） 
材木座海岸、由比ガ

浜海岸 

横浜F・マリノス マリンスポ

ーツチャレンジ 

パドボ、アウトリガーカヌ

ー、スイムレース、ウィン

ドサーフィン、ビーチサ

ッカー 

大会、教

室 
子ども～一般 

横浜FC 
4月～2009年3月の

毎週土曜日 

横浜リゾートスポー

ツ専門学校2Fスタ

ジオ、横浜市青少年

交流センターほか 

チアリーディング教室 チアリーディング 教室 
4歳～中学生までの女

子 

湘南 

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2008 
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

ホームタウンの各市

町及びリーグ戦開催

地 

湘南ベルマーレ 女子ソフト

ボールチーム2008 
ソフトボール 

チーム、

教室 
女子 

4月～2009年3月（月

2回） 

湘南ひらつかビー

チバーク 

ベルマーレビーチサッカー

大会及びビーチサッカー教

室 

ビーチサッカー 
大会、教

室 
子供～一般 

5月17日～10月18

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2008 

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 

12月13日（土） 平塚市総合公園 
ベルマーレカップ2008 第19

回小学生駅伝競走大会 
駅伝 大会 小学生 

甲府 5月～2009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 

新潟 

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4日（水） 
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 

新潟市及び近郊のゲ

ートボールチーム 

4月～10月（月2回）

東北電力ビッグスワ

ンスタジアム、新潟

市陸上競技場他 

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（14回予

定） 
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 

7月、8月で各1回 長岡市営スキー場 
アルビレックス新潟サマース

キーキャンプ 

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回実

施） 

県内野球場及び体

育館 

20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 

9月16日（火） 
新発田市中央公園

芝生広場 

第5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 

2009年1月～3月（全

3回） 

上中下越各地域の

スキー場 

アルビレックス新潟ジュニア

レーシングキャンプ 
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 

7月、8月、10月、11

月で各1回、計4回

長岡市内体育館、妙

高市妙高ふれあい

パーク 

アルビレックス新潟コンディ

ショニングセミナー2008 
スキー（アルペン競技） 教室 

一般スキーヤー及びア

ルペン競技者、スノー

ボード競技者（小学生

～一般） 

磐田 

11月9日（日） 
磐田スポーツ交流

の里 ゆめりあ 

第11回ジュビロ磐田メモリア

ルマラソン 
マラソン 大会 一般 

通年 浜松アリーナ 
第2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 

通年（10回×4セッ

ト） 
磐田市体育館 他 ジュビロヨガクラブ ヨガ 教室 18歳以上の男女 

通年（月1回） 磐田市体育館 他 
ジュビロ磐田ソフトバレーボ

ールクラブ 
ソフトバレーボール 教室 18歳以上の男女 

通年（月1回） 磐田市体育館 他 
ジュビロ磐田ソフトエアロビッ

ククラブ 
エアロビック 教室 18歳以上の男女 
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岐阜 11月（予定） 
岐阜メモリアルセン

ター 芝生広場 

FC岐阜 ドッヂビー スポー

ツ大会（仮称） 
ドッヂビー 大会 

一般（主に小学生、高

齢者） 

京都 

7月6日（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2008 
女子サッカー 教室 小学生女子 

通年（全32回） 京都府立体育館 

大人のサッカースクール「レ

ディースクラス」、サンガクリ

ニック「ガールズクラス」 

女子サッカー 教室 

レディースは中学生～

55歳までの女性、ガー

ルズは小学生女子 

6月29日（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2008 In 網野 
ビーチサッカー 大会 小学4年生以上の男女

9月28日（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 2008 
タグラグビー 教室 小学生 

2009年2月15日

（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2008 
ハンドボール、サッカー 教室 小学生 

10月～11月 京都府立体育館 他

第32回京都府家庭婦人バレ

ーボール連盟 京都サンガ

F.C.カップ 秋季リーグ戦 

バレーボール 大会 
ママさんバレーボール

チーム 

G大阪 

7月～2009年3月（月

2回）；大会は11月15

日（土） 

万博フットサル場 
ガンバ大阪精神障がい者ア

カデミー 
障害者サッカー 

教室、大

会 

ホームタウンエリアに住

む精神障がい者 

神戸 

9月6日（土）、7日

（日） 

神戸市しあわせの

村 

フェスピック神戸大会記念日

本障害者サッカー親善大会 
障害者サッカー 大会 

フェスピックチーム、神

戸市内ママさんチー

ム、ヴィッセル普及育成

事業本部コーチ、兵庫

県サッカー協会、財団

法人神戸市障害者スポ

ーツ協会 

8月23日（土） 
武庫川女子大学 体

育館 

バドミントンチャレンジ・ヴィッ

セルカップ2008 
バドミントン 大会 女子中学生 

11月16日（日） 
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（週1回） 

ひろぎんの森、㈱大

野石油店屋内体育

館、広島広域公園陸

上競技場ほか 

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 

通年（週1回） 
愛媛フットサルパー

ク 

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（月2回） 
松山市野外活動セ

ンター 

愛媛FC おれんじカップ レ

クレーションバレー 
バレーボール 

大会、教

室 
女性 

福岡 

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 

チーム、

教室 
視覚障害者 

10月12日（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 

10月26日（日） 
福岡市東区東体育

館 

第2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；35

～40チーム 

鳥栖 
8月2日（土）、3日

（日） 

佐賀県唐津市 西の

浜海水浴場 

第5回佐賀ビーチサッカーフ

ェスティバル 
ビーチサッカー 大会 

18歳以上の心身ともに

健康な男女（18歳以下

でも保護者の同意書が

あれば参加可） 

大分 

7月21日（月・祝） 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2008 
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 

大分東リトルシニア 野球 チーム 中学生 

通年 
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

者サッカーリーグ、教室 
障害者サッカー 

大会、教

室 

知的障がい者・児、養

護学校、養護施設 

通年 

大分スポーツ公園

人工芝グラウンド、

大分ガス他 

大分トリニータレディース 

U-15 
女子サッカー チーム 女子中学生 

8月 

大分県サッカー協

会 人工芝グラウン

ド 

大分トリニータ スポーツ教

室 

サッカー、バスケット、バ

レーボール、タグラグビ

ー 

大会 小学生 
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-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、JOMO CUP 2008 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 20

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。33クラブ中30クラブの実施、うち28クラブが厚生労働

省補助事業対象となった。 

 

クラブ名 事業内容等 
年間開催

回数 

参加延べ

人数 

札幌 

【コンサドーレ札幌 シニア健康運動教室（年16回）】  

コンサドーレ札幌・Fクリニックが連動し、メディカルデータ・基礎体力データなどを管理、基礎体

力向上メニューをプログラムして健康増進を図る。札幌ドームをベースにストレッチ、ノルディック

ウォーキング、ボール運動などを行う。募集は30名程度。 

【コンサドーレ札幌 シニア健康増進運動啓発活動(年5回）】 

北海道各地（５会場）で健康増進運動教室を開催。ストレッチ、ボールトレーニングなどを用いて約

１時間～１時間30分のトレーニング。募集は50～100名程度。 

21回 700人 

仙台 

【健康体操教室（30回）】 

 宮城県及び仙台市の地域包括支援センターへ行政側から呼びかけをし、健康体操教室を実施。募集は

毎回30名程度。 

【交流プログラム（2回以上）】 

 ウォークラリーやそば打ち体験など、高齢者と子ども達がふれあうイベントを実施。募集は全部で

300名程度。 

【栄養講習会（5回以上）】  

専門の栄養指導員の元、調理や試食、自分の食事量を測るなど実践に即した講習会を実施。募集は毎

回20名程度。 

30回 1000人

山形 

【シニアフィットネスコース（計14 回/2コース（合同あり）】 プログラムは①体力測定、②健康講

座、③健康づくり教室（実技：ウォーキング・ジョギング・リズム体操等）、④シニアサッカー教室、

⑤公式試合観戦（参加者をご招待する）。スタッフはクラブの指導スタッフ、地元の大学及び医療機

関等の専門家。受講者は山形会場・天童会場とも原則65 歳以上。定員はいずれも30 名。 

14回 540人 

鹿島 

※鹿嶋市から委託を受けて実施。 

【ステップ運動教室（年間56回）】 

ステップ運動により、下肢や大腿筋を鍛え、中高年の転倒予防を図る。また、ストレッチや体幹を意

識した筋力トレーニングを実施することにより、体力の維持、増強、柔軟性を養う。併せて、「自分

の健康は自分で守る」の意識付けと仲間作りを目指す。 定員20名。               

56回 1120人

水戸 

【スクエアステップ講習会（年間15回）】  

25ｃｍ四方の升目で区切られたマットを使用し、前進・後進・左右へのステップ（歩行）を伴うエク

ササイズ。ステップを繰り返すことで、足の筋肉強化につなげる。また、段階的にステップ方法が異

なるため、認知賞予防への効果も見込まれる。9月より隔週で実施。 

15回 300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（2回）】 

草津町と共催で実施。草津町民の健康維持、体力向上に力点を置いた内容とする。草津町で活動して

いるU-23選手と町民の交流をもう一つの目的とし、指導ノウハウを持つ健康運動指導士に講師とプロ

グラム開発を依頼。なお、事業全体は旅館・ホテル宿泊者にも開放した形の健康づくり企画として実

施。各回50名。 

2回 100人 

浦和 

【健康チェックinレッズランド】 

単なる健康診断ではなく「スポーツで健康な体づくり」をテーマに、“スポーツクラブならでは”“浦

和レッズならでは”の測定項目を用意し、現在の健康状態を楽しくチェックしてもらうことを目的と

する。募集は120名。 

（1）健康チェックに関する項目の測定（身長・体組成・骨密度・血圧・脈拍・肌水分量など）、（2）

動体視力（スポーツビジョン）の測定、（3）体力測定項目の測定（垂直跳び・握力・座位体前屈など）、

（4）保健師によるヘルスアドバイスコーナー  

1回 120人 

大宮 

【シニア健康体操教室（年間10回）】 

地元さいたま市の公民館とタイアップし、ストレッチ教室を開催。講師は、クラブトレーナー等、OB

選手、選手等を派遣。募集定員は、20～30名。 

【グラウンドゴルフ大会】 

地元さいたま市グラウンドゴルフ協会大宮支部と共催する形で実施。大会参加者の約7割が65歳以上。

12月開催。募集定員は約500名。 

11回 750人 



- 32 - 

千葉 

【自分の足で歩こう（2会場/各3回）】 

歩く筋肉が衰えないようなトレーニングが中心。サッカーの要素もふんだんに取り入れ、最終回終了

後はみんなで一緒にお弁当を食べる。各会場とも30名前後を募集。 

3回 180人 

柏 

【心と身体の健康維持増進プログラム（4回/年）】 

 チームトレーナー、コーチを講師とし、地域のシニア世代（65歳以上）約50名を対象とした以下の

プログラムを実施。主なプログラムは①ストレッチ、②ラダープログラム、③ボールを使ったプログ

ラム、④試合観戦 

1回 200人 

FC東京 

【FC東京 シニアミニサッカー大会】 

55歳以上の男女を対象としたミニサッカー大会を1日開催。12名×12チームを募集。各チームリー

グ戦３試合、順位決定戦１試合の計４試合を実施。 

1回 130人 

東京V 
ヴェルディ普及育成コーチを中心に、ヴェルディトライアスロンチームのメンバーを加え、地域住民

を対象に体を動かすことからはじめ、ウォーキング教室程度のレベルを目指す。 
4回 200人 

川崎 

【青空いきいきウォーキング教室及び青空はつらつエアロビクス教室（各10回×3クール）】  

健康運動実践し同志の資格保持者と中高老年期運動指導士の資格保持者により、地域で生活するシニ

ア世代向けにウォーキング、健康体操教室と、エアロビクス教室をそれぞれ週3回で10回1セットと

して年間3クール開催する。1クールあたり30名の受講者を募集。 

【健康フットサル教室（10回×3クール）】 

育成コーチや中高老年期運動指導士の資格保持者と協力し、地域で生活するシニア世代向けフットサ

ル、ストレッチ教室を10回1セットとして年間3クール実施する。1クールあたり30名の受講者を

募集。 

【ヨガ教室（10回×3クール）】 

健康運動実践指導士の資格保持者と中高老年期運動指導士の資格保持者により、地域で生活するシニ

ア世代向けにヨガ、健康体操教室を10回1セットとして年間3クール開催。1クールあたり20名の

受講者を募集。 

【健美操教室（10回×3クール】 

健康運動実践指導士の資格保持者と中高老年期運動し同志の資格保持者により、地域で生活するシニ

ア世代向けに健美操、健康体操教室を10回1セットとして年間3クール実施する。1クールあたり30

名の受講者を募集。 

【栄養講習会（3回×4教室）】 

上記教室の参加者向けに、1クール終了毎に実施。 

【いきいき健康づくりキャンプ（1回）】 

上記教室の参加者のコミュニティ作りを伴うフォロー活動を開催。20名の受講者を募集。 

210回 680人 

横浜FC 

【介護予防体操の普及（11回）】 

スポンサーの理学療法士と横浜FCのフィジカルコーチが共同開発した「楽しく続けられる介護予防体

操」を、老人介護施設の施設入居者や近隣住民を対象に施設にて実施。 

11回 500人 

湘南 

【健康づくり教室（80回）】 

平塚会場及び厚木会場の通年定期開催。3月末まで各40回開催、2会場で合計80回開催予定。一般的

なストレッチングやチューブのエクササイズなどのほかに、サッカーで行うフィジカルトレーニング

やブラジル体操などを高齢者用にアレンジした体操や河川敷サイクリングロードのウォーキングを中

心に身体機能の維持・向上を図る教室を定期的に、年間を通して開催する。サッカーなどボールゲー

ムや近隣の自然を楽しむハイキングなども計画にいれ、楽しみながら健康づくりを行う。 

80回 1200人

甲府 

【ヴァンフォーレ甲府 シニアわくわく健康運動教室（3会場/計14回）】 ヴァンフォーレ甲府スタ

ッフや地元専門スタッフと協力し、地域で生活するシニア世代向けに、緑の芝生の上で、ストレッチ

や健康体操、またサッカーボールを使った独自の体操などを行い、健康づくりを増進する。ヴァンフ

ォーレ甲府のホームタウンである昭和町、甲府市で各5回、笛吹市で4回実施する。定員は1回最大

30名を予定。 

【スポーツボランティアプログラム（3回）】 

 上記教室の参加者を対象に、ヴァンフォーレ甲府ボランティア活動の参加や試合観戦会を実施。参加

者同士の交流や、ヴァンフォーレ甲府ボランティア参加者との交流で仲間づくりの増進を計る。 

17回 510人 

新潟 

【アル美健康倶楽部 シニア向け健康づくり増進プログラム（2会場/計12回）】 

専門スタッフと協力し、地域で生活するシニア世代向けに、①血圧など簡易メディカルチェック及び

体力チェック、動機付け講話、②高齢者指導に重要な4要素（持続・筋力・柔軟・バランス）を取り

入れた総合プログラム、③スタジアム探検ツアー及びウォーキング、サッカー観戦を実施募集は30～

50名。 

12回 400人 

清水 

【フットサルリーグプログラム（年間合計20試合）】  

全天候型フットサル場（エスパルスドリームフィールド清水）を利用し、毎月第4土曜日にフットサ

ルリーグ戦を開催する。 

【サッカービクスプログラム（年間50回）】  

プロのエアロビ講師指導のもと、全天候型フットサル場（エスパルスドリームフィールド駿東）を利

用し、毎週火曜日にサッカービクス（サッカーボールを使った健康体操）を開催する。１回当たり50

名の受講者を募集。 

70回 1000人

名古屋 

※名古屋市及び三好町より助成金を受け実施 

【 シニアサッカー健康教室（2会場/計3回）】 

高齢者とその家族を対象とした健康教室を実施。高齢者向けには（1）血圧測定、問診及び基本チェッ

クによる健康状態の確認、（2）準備体操、（3）サッカーに関連した運動を、小学生向けにはサッカ

ー教室を、参加者全員向けには介護予防クイズを実施する。名古屋市では1回あたり100名、三好町

では80名を募集。 

3回 280人 
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岐阜 

【FC岐阜いきいきサロンスポーツ教室（年10回）】 

トップチーム、トレーナー、ドクター、地域の大学の専門スタッフと共に、地域のシニア世代に向け

て「体操教室」「体力測定」「ものづくり教室」等をセットにしながら体を動かし交流を持つ場を年

間10回開催。1回当たり30名にて開催。 

【FC岐阜いきいきサロンスポーツボランティア養成プログラム（年2回）】 

ホームゲームスポーツボランティア、大学のボランティアチームと共に、自治体付ボランティア組織

とも協力し、シニア世代向けの機会を作る。Hリーグホームゲーム、自治体イベント等に参加し、国

体も見据えた活動をする。 

12回 360人 

京都 

【健康体操教室（計2回実施）】 

 参加対象者を京都府在住の60才以上として、高齢者だけでなく幅広い年齢層に対し介護や健康につ

いて考える機会を作る。行政の協力も借り、イントラクターによる健康体操、ミニ健康チェック、生

活指導を行う。募集は各回100名を予定。 

2回 200人 

大阪 

【ガンバ大阪健康フェスティバル】  

多くの方に対し、個人にあったプログラムの提供と啓発を図る。①健康度チェック（骨密度・ヘモグ

ロビン・体脂肪・食事アドバイス）、②東洋医学相談、③体にやさしいサッカー教室、④健康講座、

⑤グラウンドゴルフ、⑥加圧トレーニング、⑦ガンバ大阪ＶＳ名古屋グランパス観戦、など。 

1回 3000人

大阪 

【セレッソ大阪「元気やでぇ！プログラム」（計10回）】 

健康指導プログラムとして、3月～11月に毎月1回（9月は2回）、ホームゲーム時に実施する。NPO

法人いきいき・のびのび健康づくり協会及び東急スポーツオアシスのスタッフに講師面で、（財）大

阪市スポーツみどり・振興協会に告知面で協力を得て実施する。定員は各回30名。 

10回 300人 

神戸 

【ヴィッセル神戸いきいき健康プログラム（計13回）】 

株式会社オージースポーツが開発した運動プログラムを採用。①体組成測定・体力測定 ②健康講座 

③トレーニング実技 ④食事指導を含めて週1回、計12回行う。最終日には試合観戦を実施。60歳

以上、25名を対象に行う。 

13回 325人 

広島 

【第1回サンフレッチェ広島グラウンド･ゴルフ大会】 

広島県グラウンド･ゴルフ協会と協力し、県下の高齢者を対象に大会を開催。その後参加者家族と一緒

にサンフレッチェ広島のイベントに参加した後、試合観戦を行う。 

1回 500人 

徳島 

【スポーツ健康教室（計4回）】 

徳島大学大学開放実践センタースタッフと協力し、地域で生活するシニア世代に向けて、①阿波踊り

体操、②わくわくウォーキング、③足腰の筋力アップ体操を実施。1回当たり200名を募集。     

4回 800人 

愛媛 

【いきいきカンタン健康体操（陸上、水中）（計3回）】  

陸上ではストレッチを中心に軽い自重による筋トレを実施し、運動の必要性や効果を説明。水中では

カンタンに動けて、顔を水につけずに楽しめるウォーキングを主体とする水中運動を実施する。1回

あたり30名を募集し、3回実施する。 

3回 90人 

福岡 

【健康体力の評価とその増進法（計8回）】  

地元の大学や健康づくりセンターなどの専門スタッフと協力し、地域で生活するシニア世代向けに、

①健康講座・②実技（運動）を１セットとして、年間８回開催する。１回あたり100名の受講者を募

集。 

【アビスパウォークラリー（計1回）】  

地元の大学や健康づくりセンターなどの専門スタッフと協力し、レベルファイブスタジアム周辺及び

スタジアム内でウォークラリーを行うとともに、試合を観戦してもらい、日常生活の楽しみと外出の

きっかけづくりを行う。募集人員150名。   

【元気いっぱいＪリーグ観戦（計2回）】  

地元の大学や健康づくりセンターなどの専門スタッフと協力し、レベルファイブスタジアム内の体育

館で、簡単なストレッチやサッカー（本物の試合球に触れる）体験をして頂くとともに、サッカーの

ルールや見所の説明、選手とのふれあいタイムを設け、その後、試合を観戦してもらう。日常生活の

楽しみの追加と外出のきっかけづくりを行う。募集人員100名。 

11回 1150人

鳥栖 

 

【サガン鳥栖 健康づくり教室in嬉野）（計2回）】 

佐賀県内在住の65歳以上の男女50名を対象に、エクササイズを実施。①ストレッチ、②マーカーに

よるエクササイズ、③ボールストレッチ、④講演、⑤温泉による温浴、⑥講演などでプログラムを構

成。年2回開催。 

【サガン鳥栖U-15といっしょに～健康づくり教室in唐津（1回）】 

唐津市を中心とした佐賀県内在住の65歳以上の男女50名を対象に、エクササイズを実施。①ストレ

ッチ、②マーカーによるエクササイズ、③ボールを使用したレクレーション、④ウォーキングなどで

プログラムを実施。 

3回 150人 

大分 

【運動教室】 

昨年取り組んだ運動から得たデータを参考に運動内容を変化させての実施。高血圧である方が多いこ

とへの懸念から、有酸素運動を取り入れたプログラムの変更を行いながら、高齢者への運動実施のモ

デル作りを含めて運動実施を行う。 

【運動＋ホームゲーム観戦】  

ホームゲームに地域の高齢者を招待し、運動を会議室で行った後試合観戦を行う。共に体を動かす楽

しみを持ってもらい、また大分トリニータを身近に感じてもらうことを目指す。 

【地獄めぐりウォーキング】  

大分の特徴である温泉の効能を利用した宿泊研修を実施。まず旅館で、講師を招いて運動についての

講義を実施。翌日のウォーキングの良いイメージを作ってもらう。2日目は別府にある地獄めぐりを

ウォーキングで回るコースで有酸素運動を実施、なかなか足を延ばす機会のない地元の特色を取り入

れながら運動を実施。 

20回 420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。また、リーグ戦のプロモーションビデ

オ及びポスターを製作し、テレビ、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リーグニュースプラス」、「Jリーグガイド」を発行し、

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

2009」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 2009（公式記録

集）」を発行した。 

(2) 「Jリーグ公式DVD」（（株）Jリーグメディアプロモーション発行）、「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：（株）Jリーグメディアプロモーション）及び「J’sGOAL（インターネッ

ト）」（委託先：（株）Jリーグメディアプロモーション）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2009」及び「Jリーグイヤーブック2009（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、2009J 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。 
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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

ーとしての交渉及び契約を行った。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、マイラン製薬（株）、（株）レオパレス 21、（株）プレナス（※1）、

日本コカ・コーラ（株）（※2） 

（※1）2008年4月8日からの契約 

（※2）2009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 

スカパーJSAT（株） 

■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 

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、日本コカ・

コーラ（株）･･･2009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 

■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 

 

② 共同事業に関するスポンサー及びサプライヤー契約 
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-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。 

 

-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：（株）Jリーグメディアプロモーション） 

 

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： 19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 
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名称：  J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：  7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：  （株）Jリーグメディアプロモーション 

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： 小倉 純二（8月1日より。4月1日～7月31日は犬飼 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（7月31日まで）、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
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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。 
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