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2005Jリーグヤマザキナビスコカップは8月6日に準々決勝第1戦、8月13、14日に同第2
戦が行われ、ジェフユナイテッド千葉、浦和レッズ、横浜 F・マリノス、ガンバ大阪の4チーム
が準決勝進出を決めた。
準々決勝でジュビロ磐田と対戦した千葉は、第1戦が3−2と僅差の勝利だったが、アウェイゲ
ームを2−2と引き分け、決勝進出を果たした1998年以来7年ぶりの準決勝に進んだ。一昨年の

League Cup Sponsor

ナビスコカップ優勝チームで、過去3年連続の決勝進出を成し遂げている浦和は、清水エスパル
スにアウェイ、ホームとも1−0の連勝。大宮アルディージャとの第1戦をアウェイで1−0とも
のにしていた横浜FMは、ホームに帰って3−1と快勝。2試合合計スコアを4−1とし、優勝した
2001年以来の4強入り。セレッソ大阪との大阪ダービーに3−0、2−2と1勝1分けの成績を残
したG大阪は、2002年以来3年ぶりの準決勝進出を決めた｡
準決勝は浦和対千葉、G大阪対横浜FMの顔合わせで、第1戦が8月31日、第2戦が10月5日
に行われる。決勝は11月5日、国立霞ヶ丘競技場が舞台となる。
vol.117

●

●

29.Aug.2005

1

2005Jリーグヤマザキナビスコカップは予選リー
グを終え、負ければ後がない決勝トーナメントに突入
【決勝】
11/5
国立/13:05

した。準々決勝は、ジェフユナイテッド千葉対ジュビ
ロ磐田、清水エスパルス対浦和レッズ、大宮アルディ

【準決勝】

ージャ対横浜 F・マリノス、そしてセレッソ大阪対ガ

①8/31（水）
②10/5（水）

①駒場/19：00
②市原/19：00

ンバ大阪のカードだった。試合はホームアンドアウェ

①万博/19：00
②日産ス/19：00

イ方式で、2試合合計スコアで上回ったチームが準決
磐田

勝に進出する。

千葉

浦和

清水

（Cグループ1位） （Aグループ1位） （Dグループ1位）

横浜

大宮

（Aグループ2位）

G大阪

C大阪

（Bグループ1位） （Dグループ2位）

※表の左側のチームが第2戦のホームチームとなる。 ※決勝は表の左側のチームをホームチーム扱いとする。

ジェフユナイテッド千葉
千葉はホームの第1戦、今季のJ1リーグ
でも3−1（4月13日の第5節）
と快勝してい
る磐田を3−2で振り切った。30分までに
MFの羽生直剛、MF中島浩司が決めて主導
権を握る。前半終了間際に磐田のFW前田
遼一に1点差とされたが、84分にFW要田勇
一の得点で再度2点差。磐田の猛反撃を
MF菊地直哉の1点に抑えた。
第2戦も、千葉がFW巻誠一郎、MF阿部
勇樹のゴールで主導権を握り、前田、DF金
珍圭の得点で追いすがる磐田に2−2と引
©
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き分け、2試合合計スコア5−4で勝ち抜い
た。千葉のオシム監督は「この2試合、内容
的にもしっかり勝ったと思う」と、手ごたえ

ルが近づく88分、浦和は速攻を仕掛け、

を口にした。

MF三都主アレサンドロから長谷部に渡って
決勝点。準々決勝の2試合を1−0のスコア

C大阪とG大阪による大阪ダービーも、す

で連勝し、ブッフバルト監督は「2試合を振

でにJ1の第12節（5月14日）
で実現しており、

り返り、最終的にわれわれが準決勝に進出

G大阪が4−2で勝っていた。この準々決勝

したのは妥当な結果だと思う」と語り、
「次

第1戦もC大阪のホームゲームだったが、DF

の千葉戦が非常に楽しみ」と、その目は準

シジクレイ、MF橋本英郎、MF家長昭博の

決勝に向けられていた。

ゴールによる、G大阪の3−0の快勝だった。

横浜 F・マリノス
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大宮と準々決勝を戦った横浜FMもまた、

浦和レッズ
清水と浦和は、準々決勝第1戦の2週間
前、J1でも対戦し、アウェイの浦和が1−0

ガンバ大阪

第2戦はMFゼ カルロスのPKにより、C大
阪に先行を許すが、FWフェルナンジーニョ
が同点。FW古橋達弥にリードを奪われても、

第1戦のアウェイゲームに1−0と先勝した。

試合終了間際にMFアラウージョが強烈な左

DF栗原勇蔵が85分にCKをヘディングで合

足のシュートを突き刺し、2−2の引き分けに

わせ、貴重な決勝ゴールをものにした。

もち込んだ。2試合のトータルで5−2の勝利

で勝利を収めていた。2試合続けての遠征

ホームの第2戦は15分、FKのこぼれ球か

を収めたG大阪の西野朗監督は「素直にベ

となった浦和は36分、MF長谷部誠が見事

らFW坂田大輔が先制し、幸先のいいスタ

スト4はうれしい。チャンスなので準決勝も

な個人技を生かし、ミドルシュートを決めて

ートを切る。大宮も29分にMF西村卓朗の

狙っていきたい」
と、意欲をのぞかせた。

リード。これによって勝利をものにし、1点

得点で同点とするが、横

のリードを第2戦に持ち帰ることになった。

浜FMはDF松田直樹のゴ

第2戦は清水も粘ったが、終了のホイッス

ールで再びリード。試合
終了5分前には、交代出
場のFW清水範久が決め
て3−1。2試合合計スコ
アを4−1とし、横浜FMの
岡田武史監督も「準決勝
に進めたということで、結
果的には満足」と勝利の
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後半戦に入り、さらに盛り上がるJ2
カズの移籍も拍車
J1の4週間の中断期間中も行われていたJ2は、7月29、30日の第
23節から第3クール、つまり後半戦に入った。
「Jリーグニュース vol.116」でお伝えした第22節の時点から、京都
パープルサンガの首位、アビスパ福岡の2位に変動はない（8月13日
の第26節終了時点）。しかし、その差は勝点18から16へと縮まった。
京都が第23節のモンテディオ山形戦、第24節のサガン鳥栖戦に0−
1、2−3と今季初の連敗を喫したことが影響している。京都の柱谷
幸一監督は鳥栖に敗れた後、
「これからがチームとしての真
価を問われる」と気を引き締
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めた。勝点差が開いていると
はいえ、残りの試合数は多い
だけに油断はできない。

この期間におけるJ2の大きな話題の一つに、FW三浦知良のヴィッ

J2の2位までが来季のJ1に

セル神戸（J1）
から横浜FCへの移籍があった。Jリーグで最優秀選手賞

自動昇格するが、入れ替え戦

（1993年）
、得点王（1996年）
などを獲得し、日本代表としても91試合

（J1の16位と対戦）出場権獲

に出場した「カズ」の人気は、38歳の今でも衰えない。横浜FCの一員
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三浦知良選手

得となる3位争いはし烈だ。

となって初の水戸ホーリーホック戦（第23節、三ツ沢球技場）
には、今

コンサドーレ札幌、山形、ヴ

季クラブ最高となる8,080人の観衆を動員。続くアウェイの札幌戦で

ァンフォーレ甲府、ベガルタ

は、今季J2最高となる2万374人のファンが札幌ドームに詰めかけた。

仙台あたりが競り合い、それ

また、J1は8月20日、21日の第19節で再開。この段階の首位は鹿島

ぞれのホームで熱いサポート

アントラーズだが、これを追う他チームの奮起とともに、今後の展開が

を受けている。

大いに楽しみだ。

海外強豪相手にJ1勢大健闘
プレシーズンマッチ
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川崎フロンターレ vs ボルトン･ワンダラーズ

J1は7月24日の第18節

また 、マ ン

終了後、4週間の中断期

チェスター・ユ

間に入ったが、7月下旬

ナイテッド（イ

から 8月上 旬 にかけ て、

ングランド）
を

海 外 の 強 豪チ ー ム との

迎えた鹿島ア
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東京ヴェルディ1969 vs レアル・マドリード

対戦が各地で行われた。

ントラーズは、

欧州ではプレシーズンに

本山雅志の2ゴールにより2−1と快勝。鹿島のトニーニョ セレーゾ

当たるこの時期、世界的

監督は「われわれらしいパスワークのサッカーを披露することができ

な名門チームが続々と来

た。日本サッカーの技術的な進歩を、世界にアピールできたのでは」

日するようになった が、

と、自信に満ちた表情で語った。

J1勢の健闘も例年以上に目立った。
その先陣を切ったのは、第18節時点で17位と苦戦していた東京
ヴェルディ1969だ。デービッド・ベッカム、ロナウド、ジネディーヌ・

昨季のプレミアシップ（イングランドのトップリーグ）で6位の好成
績を残したボルトン・ワンダラーズに対しては、ヴィッセル神戸、川
崎フロンターレがともに1−1の引き分けにもち込んでいる。

ジダンらを擁するレアル・マドリード（スペイン）に3−0と完勝。さら

スペインチャンピオンのFCバルセロナを迎えた横浜 F・マリノス

に、中田英寿（イングランドのボルトン・ワンダラーズへ期限付き移

も、先制を許したが1−1のドロー。6月の対戦（3−3）に続き、Jリー

籍）がプレーするACFフィオレンティーナ（イタリア）にも、2−1の勝

グ王者の意地をみせた。大連実徳（中国）
と対戦したアルビレックス

利を収めた。

新潟は、終了間際に追いつかれ、2−2と引き分けた。
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Jリーグ百年構想

2005年スポーツ振興活動

第2期申請分の支援を決定

Ｊリーグは、クラブが実施するサッカー以外のスポーツ振興活

クラブ20件に対して行うことを決定した。2005年度の支援予算は

動を支援しているが、4月の第1期分14件に続き第2期分として13

総額3千万円を予定している。

2005年度スポーツ振興活動支援 第2期支援対象活動 一覧
No. ク ラ ブ 名
1

行事名

対 象 種目

形 式

参加対象者

開催期間

場 所

ベガルタ仙台 障害者サッカー教室

障害者サッカー

教室

宮城県内の障害者

9〜11月

仙台市内体育館およびサッカー場

ベガルタ仙台 健康体操教室

健康体操

教室

高齢者

9〜10月

東北工業大学
あかねヶ丘陸上競技場をホームグラウンド
とする、他

ベガルタ仙台

2
3

モンテディオ山形

女子駅伝チーム

駅伝

チーム

監督1名、選手3名

通年

4

鹿島アントラーズ

第7回鹿島アントラーズ杯
ミニバスケットボール大会

バスケットボール

大会

小学生（関東各地区連盟推薦チーム、鹿
行地区登録ミニバスケットボールチーム）

7月23、24日

5

水戸ホーリーホック

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

9月〜2006年3月

茨城県職業人材育成センター体育館

ジェフユナイテッド市原・千葉カップ
第31回秋季家庭婦人バレーボール大会

バレーボール

大会

市原市内の家庭婦人

11月13、20日

市原臨海体育館

第6回 夏休み親子スポーツ体験合宿

サッカー、
キャンプ、
ゴルフ

教室

親子

7月30〜31日

イレブンオートキャンプパーク、森永高滝カ
ントリー倶楽部

FC東京 バレーボールチーム

バレーボール

チーム

一般

通年

東京ガス深川体育館

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

通年

筑波大学附属高校、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

アクラブ稲城、他

ベルマーレビーチサッカー2005

ビーチサッカー

大会、教室、
チーム

子供〜一般

5〜12月

湘南ひらつかビーチバーク

湘南ベルマーレカップ
オーシャンマンジャパン2005

スイム、
ビーチラン、
オーシャ
ンスイム、
ビーチフラッグス

大会

キッズ〜一般

6月26日

湘南ひらつかビーチパーク

6月12日

甲斐市敷島体育館

6
ジェフユナイテッド千葉

7
8

FC東京

9
東京ヴェルディ1969

10
11
湘南ベルマーレ

12
13 ヴァンフォーレ甲府

親子で楽しむバレーボール教室

バレーボール

教室

小学6年生までの児童・生
徒と、
その保護者

14

アルビレックス・コンディショニングセミナー

ウィンタースポーツ・コンディ
ショニングトレーニング

教室

小学生以上

新潟県妙高市内各施設（ふれあいパーク、全日
7月23日〜10月15日 本ウィンタースポーツ専門学校、他）

第9回しろね健康ウオークフェスティバル

ウオーキング

教室

小学4年生以下は保護者
同伴

9月18日

新潟市白根カルチャーセンター周辺
新潟県内各スキー場

15
アルビレックス新潟

16

アルビレックス・ジュニアスノーボードクリニック

スノーボード

教室

小学生、中学生、高校生

12月23日〜
2006年2月18日

17

アルビレックス・ジュニアレーシングクリニック

スキー

教室

小学生、中学生、高校生

2006年3月29〜
31日

ARAI

18 ジュビロ磐田

第8回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

マラソン

大会

11月13日

磐田スポーツ交流の里

19 ヴィッセル神戸

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

障害者、他

9月3、4日

神戸市しあわせの村

20 大分トリニータ

第2回大分トリニータビーチサッカー
フェスティバル2005年 STORK CUP

ビーチサッカー

大会

小学生、一般

8月26日

大分市田ノ浦ビーチ

（未定）

MOUNTAIN＆SPA

Jリーグ・アカデミーだより

プレ Jリーグ・アカデミーフェスティバル

「グリーンカードの思い出」
Jリーグ・アカデミーは、すべての子供たちにゲームの機会を提供
し、能力に応じた指導を受けられる環境づくりを目指しているが、今
回初の試みとして、12歳以下を対象とした「プレ Ｊリーグ・アカデミ
ーフェスティバル」を開催した。夏休みの8月上旬から中旬にかけて
仙台、長野県・木島平、京都、広島の全国4カ所で開催され、Jクラ
ブの下部組織から700人を超える子供たちが参加した。
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8月2〜5日、FC東京が運営主管となり長野県の木島平ジュニアサ
ッカー場で開催されたフェスティバルには、関東近県の8クラブから、

のフェアプレー精神を育てるために、ＪＦＡがU-12（４種）年代の試合

年代別に23チーム274人が参加した。ゲームは補欠なし、交代自由

で奨励している活動で、相手選手を思いやるプレーやファウルに対

の8人制サッカーで総当たりリーグ戦が行われた。

する謝罪や握手が見られたときに「グリーンカード」が出される。初

木島平会場で導入されたルールが「グリーンカード」だ。子供たち

4
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日は自分のプレーに夢中になっていた選手たちだったが、すがすが

Jリーグ・アカデミーだより
顔とともに青空の下に輝いた。
また、ゲームと併せて、社会性を育む企画として自然体験、野外
教育、地域文化体験等の総合学習体験の場も設けられた。野外教
育では、会場に隣接する森の中で、ある課題をグループ全員の協力
で解決することで仲間とのかかわりや自分自身の気付きなどが学べ
る「ASE（社会性を育成する実験体験）
プログラム」を体験した。講
師として参加いただいた日本キャンプ協会の高瀬宏樹氏らの調査に
よると、自然体験活動をたくさん経験した子供は、課題解決能力や豊
かな人間性など「生
きる力」がより身に
付くとの 結 果 が 出
©
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ている。
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Jリーグ・アカデ
ミーは 来 年 以 降 も

しいプレーに対してスペシャルレフェリーの家本政明審判から「あり

こうしたプログラム

がとう！」とグリーンカードが出される光景を目にすると、倒れた選手

を 充 実させ ていく

に手を差し伸べたり、
「大丈夫？」
「ごめん」と声をかける光景が徐々

予定。
©
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に増えてきた。最終日にはたくさんのグリーンカードが選手たちの笑

Topics
アウェイゲームでのサポーター
対応担当帯同を義務付け
Ｊリーグは8月16日に開催した理事会

実行委員選任
Ｊリーグは8月16日に開催した理事会で、実行委員変更を承認した。
○実行委員
実行委員

で、Ｊリーグ各クラブに、2005年8月20日
の公式戦（J１第19節、J２第27節）からア

クラブ名

変更後

賢持 宏昭

ウェイゲームにおけるサポーター対応担
当の帯同を義務づけることを決定した。

変更前

ザスパ草津

大西 忠生（おおにし ただお）

（株）草津温泉フットボールクラブ
前代表取締役兼CEO

今シーズン発生したサポーターの暴動事

（株）草津温泉フットボールクラブ
ゼネラルマネジャー兼代表取締役

件を受けて、サポーターが安心して来場
できる、安全で快適なスタジアム作りを
目的とするもの。
サポーター対応担当者は、自クラブサ

「日本電動車椅子サッカー
ブロック選抜大会」を後援

Ｕ−15Ｊリーグ選抜
ブラジル遠征を実施

Ｊリーグは「第6回日本電動車椅子サッ

Ｊリーグは、8月25〜29日にリオデジャネ

る者とし、すべてのアウェイゲームに帯

カーブロック選抜大会」を後援する。本

イロ（ブラジル）で開催される第8回ブラジ

同する。

大会は、身体障害者の競技として電動車

ル−日本友好カップにU-15Jリーグ選抜チ

Jリーグ規約第51条（Jクラブの責任）

椅子サッカーの普及振興を図り、日本代

ーム（選手20名、スタッフ6名）
を派遣した。

第2項に示されている「ホームクラブは、

表選手の育成とブロックを越えた選手間

本大会は、ブラジルのU-15年代の一流チ

観客が試合の前後および試合中におい

の交流を目的とし、8月28日に岡山市総合

ームが参加するレベルの高い大会で、一

て秩序ある適切な態度を保持するように

文化体育館で開催される。

昨年、昨年はU-15日本代表が参加した。

ポーターと直接コミュニケーションがとれ

努める義務を負い、ビジタークラブはこ

今回の派遣は、Jクラブ傘下にいるジュニ

れに協力する義務を負う」は、今回のア

アユース年代の選手に、競技力向上の機

ウェイクラブのサポーター対応担当帯同

会を与えるだけでなく、アウェイ環境で異

により軽減されるものではなく、全責任

なる文化をもつ人々と交流する経験を通

はホームクラブが負う。

じて豊かな人間性を育むことも目的として
いる。
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Voice
映像の提供と保存で
Jリーグ発展に寄与
Ｊリーグ映像株式会社 ◎

小西孝生（こにし

たかお）

皆さんはJリーグ映像（JLP）が、どのような会社かご存じだ

ンクなどのＩ
Ｔ・通信企業がチーム経営に参画する時代が到来

ろうか。JLPのメイン事業はＪリーグの放送権の管理と販売で、

した。今後は既存の放送業界以外の異業種が映像事業に参

そこで得られた収入は全てＪクラブに還元される。その額は

入することも予想され、業界再編に発展していく可能性も秘

04年の場合約50億円にのぼり、各クラブの重要な財源となっ

めている。

ている。JLPは放送権をJリーグと一括管理によりビジネス化、
日本全国の放送局と関係を築いてきた。

一方で、JLPはもうひとつの大きな使命を担ってきた。サッ
カー映像の保存だ。日本のスポーツ界では長く映像が粗末に

1993年のＪリーグ設立時には、Jリーグブームによる高視聴

され、過去のスポーツ選手の活躍もその映像が大切に保存さ

率で地上波全国ネットの放送申請が殺到し、うれしい悲鳴だ

れているものは少ないのが現実だ。釜本邦茂さんの弾丸シュ

った。しかし、ブームは長くは続かず、その後は、ホームタウ

ートの映像も、今では全てが残っているわけではない。オー

ンのあるローカル地区では視聴率を維持できるのに対し、全

ルドファンの脳裏には鮮明に焼き付いている名場面を、孫た

国放送での視聴率（関東圏）は下降線をたどるようになった。

ちに言葉でいくら説明しても、その迫力は伝えきれない。

「地域密着」を理念に掲げるJリーグとして方向性は間違って

しかし、時代は変わった。JLPは、Ｊリーグの全ての試合映

いないのだが、世間の関心を引くのは全国放送での視聴率の

像をライブラリー化することを役割とし、そのストックは現在１万

推移。関係者はＪリーグというコンテンツの魅力を、どう伝え

本を超えている。この膨大な試合映像は今年中にすべてデジ

るかに頭を悩ませてきた。

タル化され、アーカイブとして半永久的に再現することができる

転機は1997年にやってきた。CS放送開始の競争激化で権

ようになる。1993年のジーコ
（当時鹿島アントラーズ）のハット

料が高騰したこととBSアナログ放送の普及である。BSは

トリックを世界中のサッカーファンがパソコンでダウンロードし

NHK、CSはディレクTV、Jスポーツと2001年まで5年間の独

て見ることもできるようになるわけだ。自宅にいながら、過去か

占契約を結ぶことになった。その後、放送業界はさらなる変

ら現在までのJリーグの全試合を、受け手側が選択し視聴が可

革期を迎える。2000年12月に民放キー5局すべてがＢＳデジ

能になる。サッカーファンの利便性が飛躍的に進み、Jリーグ、

タル放送を立ち上げ、コンテンツの争奪戦が始まった。スポ

サッカーの普及につながっていくことは間違いない。

ーツ、とりわけプロサッカーの需要は高く、02年には、ＢＳでは

Ｊリーグの発展はメディアの力に依るところが大きい。

NHKに加えＴＢＳが出資するBS−i

日本中の多くの人々に試合中継を

と、CSではJスポーツ、スカイパー

PROFILE

フェクTVの２社とそれぞれ５年間の

1959年生まれ。慶大卒。92年
よりJリーグ映像（株）で放送権
システムの構築と試合映像の
ライブラリー化、映像販売を推
進する。2000年、
（財）
日本サ
ッカー協会事業部長として、ス
ポンサーシップ、放送権事業等
を担当。現在JLP取締役営業
企画部長。趣味はボクシング。
目標は盲導犬の普及。

契約を結んだ。
Ｊリーグはこうした放送業界の変
遷とともに発展してきたが、次の時
代のカギを握るのはインターネット
放送や携帯電話配信を中心とするＩ
Ｔ・通信業界かもしれない。Ｊリー
グやプロ野球でも楽天やソフトバ

観ていただき、画面を通じてサッ
カーの躍動感、Jリーグの魅力を伝
えていくことがファンを増やすこ
とにつながると確信している。同
時に、ＪＬＰの事業の発展が、Ｊ
クラブの経営安定、さらには未来
の日本代表のストライカー育成に
も寄与できれば我々にも大きな励
みとなる。

写真提供：© J.LEAGUE PHOTOS

「Jリーグニュース」は100％
再生紙を使用しています。
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