
採用された「イレブンミリオン」公式マーク（左）と、マークを用いたポスター（右）。
スタジアムから大勢の人の笑顔が広がっていく様子をシンボル化したもので、たくさんの色には個性、つまりカラーを出してＪリーグを盛り上げてほしいという願いが込められている

　昨年10～11月に公募された「イレブンミリオン」公式マークが決定した。応募総数522通の中から選ばれたのは、埼玉県さい
たま市在住の片山茂樹（かたやま しげき）さんの作品。片山さんには、2月29日に開催された2008Ｊリーグキックオフカンファ
レンスにおいてオリジナル・シャーレ（銀皿）が授与された。また、優秀作品の5名には記念品が贈呈される。公式マークは、
2010年までに年間の公式試合入場者数を1,100万人（イレブンミリオン）にするという「イレブンミリオン」プロジェクトの活動に
使用するほか、マークを用いたプロモーション活動も展開される。

「イレブンミリオン」公式マークが決定
2年目を迎える「イレブンミリオン」プロジェクトの活動やプロモーションなどで使用

編集・発行
社団法人 日本プロサッカーリーグ
ホームページ http://www.j-league.or.jp



　鹿島アントラーズがＪリーグ王者にふさわ

しく堂々と試合を支配すれば、1年でのＪ1リ

ーグ戦復帰を目指すサンフレッチェ広島も最

後まで勝負をあきらめない。新シーズンの幕

開けを告げる注目の一戦だけあって、随所に

激しい攻防が繰り広げられ、ドラマチックな

フィナーレを迎えた。

　昨季の公式試合で4勝1敗と広島を圧倒して

いる鹿島が、前半を優位に進めた。だが、試

合がにわかに活気づいたのは、後半開始から

間もなく。49分にMF本山雅志、52分にMF

野沢拓也が、いずれも見事な右足のミドルシ

ュートを突き刺し、鹿島が一気に2点のリー

ドを奪った。

　鹿島が主導権を握り、なかなか突破口を見

いだせなかった広島だが、交代でピッチに立

ったFWの久保竜彦、ユキッチが積極的にボー

ルへ絡み、流れを引き寄せる。そして80分、

久保が自らへの反則で得たPKを決めて1点差。

その5分後にはMF服部公太のクロスをFW佐

藤寿人がヘディングで合わせ、90分を2－2の

スコアで終了した。

　規定により延長戦は行われず、決着は3大

会ぶり6度目のPK戦へ。栄光の優勝杯、優

勝賞金3,000万円を手にしたのは、同点に追

いついた勢いを持続した広島だった。

　攻守に高いレベルを誇る鹿島を相手に、最

後まで果敢な戦いを挑んだ広島の姿勢と粘り

は称賛に値する。ペトロヴィッチ監督も「（リ

ードされた後）1点を返すという強い意志があ

った。リスクを犯した攻撃が実った」と振り

返り、「クラブの歴史に残るタイトルだと思う」

と優勝の価値を評した。

　キャプテンの佐藤も「先行されても我慢強

く試合を進め、チャンスをものにできた。チ

ームが一つにまとまり、開幕につながる」と

自信を深めた。

　鹿島は9大会ぶり4度目の優勝に手が届く

ところだったが、「いいスタートが切れた」と、

オズワルド オリヴェイラ監督に悲観している

様子はなかった。「反省点も多いが、修正し

ながら今後に生かしたい」と指揮官が謙虚に

語る鹿島にとっては、連覇を目指すリーグ戦

に向けていい刺激となったに違いない。
PK戦の「5人目にけらせてほしいと監督に頼んだ」とい
う佐藤。同点ゴールも決め、重責を果たした

キックオフ前、「ピッチでマッチ！」を楽しむ子供たち

小笠原、本山らとともに中盤を支配した鹿島の野沢（左）。
素晴らしいミドルシュートも決めた。右は広島の森脇

苦しい展開にも最後まであきらめず、ドラマチックに試合を制した広島。Ｊリーグチャンピオンに対する勝利だけに、喜びも格別だ

2 サンフレッチェ広島2
4PK3鹿島アントラーズ

2008年3月1日 13:35キックオフ  国立競技場

【入場者数】2万7245人
【主審】家本 政明
【副審】名木 利幸／武田 進

【得点経過】
49分 1－0 （K）本山 雅志
52分 2－0 （K）野沢 拓也
80分 2－1 （H）久保 竜彦
85分 2－2 （H）佐藤 寿人

広島がPK戦の末に鹿島を破り初優勝
　前シーズンのＪ1リーグ戦、天皇杯全日本サッカー選手権大会を戦い抜い
て出場資格を得たチームが、新シーズン開幕の1週間前に対決する恒例の「ゼ
ロックス スーパーカップ」。今年の大会は、Ｊ1、天皇杯の2冠を獲得した
鹿島アントラーズと、天皇杯準優勝のサンフレッチェ広島が対戦し、90分間
を戦って2－2の後、PK戦を4－3と制した広島が初優勝を飾った。



　リーグ戦の開幕を約1週間後、2008ゼロック

ス スーパーカップの開催を翌日に控えた2月29

日、都内のホテルで「2008Ｊリーグキックオフ

カンファレンス」が行われた。Ｊリーグのパート

ナーやメディアなど、多くの関係者とともに開

幕を記念して集う恒例の式典で、昨年までは「Ｊ

リーグプレスカンファレンス」として実施され

ていた。当日は約750名の多数のメディア関係

者が来場した。

　シアター形式の第1部では、俳優の寺田農氏

の情感あふれる詩の朗読を挟みながら、プログ

ラムが進行。鬼武健二Ｊリーグチェアマンのス

ピーチ、全33クラブの監督、選手代表の紹介、

サッカー解説者の小倉隆史氏によるインタビュ

ー、「イレブンミリオン」公式マークの発表、Ｊ

リーグ支援企業の紹介などが行われた。

「イレブンミリオン」公式マークのデザインが

採用された片山茂樹さんには、「好きなチーム」

という浦和レッズのホルガー オジェック監督よ

り、デザイン入りのオリジナル・シャーレ（銀皿）

が贈られた。

　また、会場を移しての第2部には、33クラブ、

Ｊリーグ関連、特設のブースが設置された。各

クラブのブースにおいては、監督や選手がメデ

ィアの取材に応じ、各種の資料も配布されるな

ど、新シーズンに向けたアピールが行われた。

特設ブースには、2008ゼロックス スーパーカッ

プに出場する鹿島アントラーズのオズワルド オ

リヴェイラ監督、DF岩政大樹、サンフレッチェ

広島のペトロヴィッチ監督、FW佐藤寿人が登

場し、翌日に迫った試合への意気込みを語った。

　第1部、第2部とも会場は多くの関係者でにぎ

わい、熱気があふれる中、2008シーズン開幕へ

のムードが大いに盛り上がった。

33クラブを代表した選手が勢ぞろい。ユニフォーム姿に表情も引き締
まり、開幕への期待感が高まる

サッカーが大好きという俳優の寺田農氏が、2008
Ｊリーグ開幕を告げる詩などの朗読を行った

イレブンミリオン公式マークが採用された片山さん（左）
に記念品を贈る浦和のホルガー オジェック監督

「今年は新しい挑戦。いいサッカーができると思う」
と自信をのぞかせた名古屋のストイコビッチ監督

イレブンミリオンについての抱負
を語る鬼武チェアマン 第2部のクラブブースではメディアが監督などにイン

タビュー（写真は川崎Ｆの関塚監督）
選手は開幕戦のカードごとに登場し、壇上中央で握手。
鹿島の岩政（左）と札幌の芳賀

　今年もきっと、Ｊ1、Ｊ2ともに、さまざまなドラマが生ま
れるのではないかと思う。多くのクラブに国際試合を経験で
きる場を提供し、育成年代の国内リーグの充実、国際経験を

積ませることを考えてい
る。昨年は、年間総入場者
が859万510人。「イレブン
ミリオン」プロジェクトが
2年目の今年は、Ｊリーグ
公式試合とＡＦＣチャンピ
オンズリーグのホームゲー
ムを合わせ、950万人を目
標とする。達成には大変な
努力が必要だが、多くの
方々にご協力いただき、ぜ
ひ達成したいと思う。スポ
ンサー、パートナー、メデ
ィアの方々、Ｊリーグに関
係する多くの皆さまに心か
ら感謝したい。（要約）

鬼武チェアマン スピーチ

2008 Ｊリーグキックオフカンファレンス開催
33クラブの選手代表、監督も勢ぞろい。開幕ムードを盛り上げる



三浦俊也監督

クラブスローガン

コンサドーレ札幌

Ｊ1

監督の抱負

Progress

今季はＪ1という日本のトップリーグで試合が出来ることを
うれしく思う。選手全員が一体感をもってハードワークし、
攻守ともにアグレッシブなサッカーを目指していきたい。

オズワルド オリヴェイラ監督

クラブスローガン

鹿島アントラーズ

監督の抱負

FOOTBALL DREAM
,
08

DESAFIO 挑戦

強さは継続によって生まれる。1つ1つ積み上げてきたこと
を大事にし、取り組むことは何も変わらない。信じてやり
抜くことが新たな強さへとつながる。

ホルガー オジェック監督

クラブスローガン

浦和レッズ

監督の抱負

Go Forward Hand in Hand

今シーズンは、速く前に出る、攻撃的なサッカーを目指す。
みんなを驚かせるようなコンビネーションプレーや、ゴー
ルを量産する確率が非常に高くなってくるだろう。とにか
くできるだけ多くの結果を残す、つまりタイトルを取るとい
うことに全力で向かっていく。

石崎信弘監督

クラブスローガン

柏レイソル

監督の抱負

ウニオン UNIÃO!!
～団結・結束～

プレッシングサッカーの完成度をさらに高め、安定した守
備力の上に、得点力アップを目指し、昨年の8位を上回る
成績を目指す。具体的な目標は、キャプテンを中心に選手
たち自らが考え、掲げた「Go!! 55」（勝点55）。

城福浩監督

クラブスローガン

ＦＣ東京

監督の抱負

Moving Football
～ボールも・身体も・観ている人の心も～

頭を使い、ボールも人も動くサッカー、「Moving Football」
をめざす。さらに、この「Moving Football」を試合で体現
し、観ている人の心を掴み感動させて、味スタを満員にし
たい。

長谷川健太監督

クラブスローガン

清水エスパルス

監督の抱負

WE BELIEVE

極限までエスパルスのサッカーを追求し、こだわる。Ｊリ
ーグの極みを獲る。極上のエンターテインメントをサポー
ターに魅せることを目指す。

鈴木淳監督

クラブスローガン

アルビレックス新潟

監督の抱負

闘え！ 新潟

就任3年目となる今シーズンも攻守にアグレッシブさを打
ち出して質の高いゲームを展開する。

柱谷哲二監督

クラブスローガン

東京ヴェルディ

監督の抱負

全緑疾走 2008闘強

Ｊ1復帰を果たした今シーズンは「勝利」にこだわり、1つ
でも多くの勝利を得ることを目指す。「ALL For Win, ALL 
For Verdy」チームの力の全てを勝利のために、ヴェルディ
のために注ぎ、クラブ・サポーターがひとつになれるような
戦いをしたい。

内山篤監督

クラブスローガン

ジュビロ磐田

監督の抱負

Hungrrrrry!

「人もボールも動くアクションサッカー」を目指す。一人一
人の判断能力を高めて、攻守にアグレッシブに常に主導権
を握れるスタイルを築きあげていく。

樋口靖洋監督

クラブスローガン

大宮アルディージャ

監督の抱負

シンカ NEXT
【進化。真価。深化】

特徴である組織された守備をベースに、攻撃面を強化し、
常に攻守にわたり主導権を取れるようなサッカーにチャレ
ンジする。今季は、残留争いに加わることなく、シーズン
を通して常に中位をキープしながら一つでも上の順位を狙い、
目標であるひと桁順位でシーズンを締めくくりたい。

関塚隆監督

クラブスローガン

川崎フロンターレ

監督の抱負

With 12 Supporters

成長の証の実現へ！ここまで続けてきたチームコンセプト
の継続、2007年度の経験・思いを胸に更に進化し、個々が
最大限の能力を発揮することで初のタイトル獲得に向かっ
て戦っていく。

ストイコビッチ監督

クラブスローガン

名古屋グランパス

監督の抱負

前線へ。その先へ。
－Never give up for the win.－

常に攻め続けるサッカー、チーム全員が連動した組織的サ
ッカーが目標。そのためにはさらに質の高いトレーニング
とハードワークを求め、ネバーギブアップの精神をチーム
に根付かせたい。

ヨジップ クゼ監督

クラブスローガン

ジェフユナイテッド千葉

監督の抱負

WIN BY ALL！

経験を積んでいけば絶対にいいチームになると信じてい
る。コンセプトは、組織で守るディフェンスと組織で攻め
るオフェンス。最終的に目指すのは攻撃的なサッカー。毎
試合を勝つという目標で戦っていく。

桑原隆監督

クラブスローガン

横浜 Ｆ・マリノス

監督の抱負

闘志・ひたむき・復活

優勝を目指し、「ひたむき」「諦めない」を基本に、向上心
を持ち、「勝負強いサッカー」を実現したいと思っている。
横浜 Ｆ・マリノスを応援するすべての人たちに「夢」「感動」
「勇気」をもたらす「華麗な攻撃的サッカー」を提供してい
きたい。

加藤久監督

クラブスローガン

京都サンガF.C.

監督の抱負

SMILE
KYOTO for the better future

シンプルに、そして攻撃的に、常に相手ゴールに向かいプ
レーし続け、ゴールを目指す。1試合1試合を全力で闘う。
チームコンセプトは「SIMPLE is the best way.」。

　2008シーズンはＪ1リーグ戦、Ｊ2リーグ戦とも3月8日に開幕。約9カ月間に及ぶ長く、厳しい戦いを前にし

た各チームの指揮官が、今季の戦い方、目標について力強く語った。

2008シーズンをこう戦う
Ｊ1・Ｊ2 33チームの監督の抱負



Ｊ2

西野朗監督

クラブスローガン

ガンバ大阪

監督の抱負

Power ～力の結集～

したたかに、勝負にこだわりながら、戦っていきたい。攻
撃的な部分を継承しながら、新しい戦力との融合から違う
部分が出せれば。選手にも多様性を求めながら、自分自身
にも求めて、シーズン終了時にはガンバが強かったと思わ
せられるシーズンにしたい。

松田浩監督

クラブスローガン

ヴィッセル神戸

監督の抱負

トモニイコウ。
We walk together forever

チーム全員が勝利のために全力を尽くし、目標である5位以
内を達成したい。チーム内の競争が日常化すれば、相手と
戦うときの大きな競争力となるはず。ボールを中心とした
ゾーンディフェンスに磨きをかけ、安定した守備力を獲得し、
持ち前のスピーディーな攻撃サッカーを展開していきたい。

シャムスカ監督

クラブスローガン

大分トリニータ

監督の抱負

One Heart, Big Challenge

昨シーズンの後半戦のような戦いで今シーズンに挑み、昨
年の成績よりも上位を目指す。

手倉森誠監督

クラブスローガン

ベガルタ仙台

監督の抱負

感動一体
絆は次なるステージへ

勝利への意欲、必死に戦う姿勢、ゴールへの執念を一戦一
戦表現し、勇気と感動を贈りたい。そして、ベガルタ仙台
に関わる全ての人の想いを力に変え、一体となって目標へ、
次なるステージへ突き進んで行きたい。そこで生まれる絆は、
シーズン最後に本当の感動を味あわせてくれるだろう。

菅野将晃監督

クラブスローガン

湘南ベルマーレ

監督の抱負

志闘 HEART&HARD

昨年の積み重ねをベースとし、ワンランク上の昇格争いを
最後まで続け、目標を達成したい。チームのテーマは「ハー
ドワーク」。攻守において全員が惜しみなく走りプレーす
ること。また、ハードワークを可能にする「ハートワーク」
を大切に、42試合を闘いぬきたい。

美濃部直彦監督

クラブスローガン

徳島ヴォルティス

監督の抱負

闘走！
～想いをひとつに～

攻撃・守備・メンタル、全てにおいてアグレッシブに、攻
撃的にいきたいと考えている。みんなが情熱を持ち、努力
する事を忘れず、最後までどんな状況になっても諦めず闘
い抜くサッカーを目指す。　

小林伸二監督

クラブスローガン

モンテディオ山形

監督の抱負

BE MOVING!
ビー ムーヴィング！

アグレッシブで粘り強く、そしてスピーディーで人の動きが
あり、クラブスローガンのように心も動かせるサッカーを
皆さんにお見せしたい。またＪ1にチャレンジするため、常
にAランク（トップ5）にいることを目指す。

安間貴義監督

クラブスローガン

ヴァンフォーレ甲府

監督の抱負

FEEL

選手、スタッフ、フロント、サポーター、地域の人々…
ヴァンフォーレ甲府に関わるすべての人が同じ方向で、
目標に向かって突き進む。目の前の1試合1試合を全力で
戦う。

望月一仁監督

クラブスローガン

愛媛ＦＣ

監督の抱負

STRONG WILL
揺るぎない意思

基本的にはアクションサッカーを続け、攻守に一体となっ
た自分達のサッカー、スピード感あるサッカーを続けたい。
クラブとして目指すのは中位の中の上位ということだが、
Ｊ1昇格争いも狙いたいので、中位に入ったらOKというの
ではない。やはりＪ2の上位に絡んで昇格争いをしたい。

木山隆之監督

クラブスローガン

水戸ホーリーホック

監督の抱負

TOGETHER

組織の中で個人が生き、高い位置でボールを奪ったら全
員が連動しゴールを目指す攻撃性のあるサッカーをする。
スタジアムへ足を運んでくれた全ての方に“伝える”事の
出来る試合をし、クラブも地域も全て一体となって喜び
を分かち合うという強い気持ちを持ち臨んでいきたい。

松永英機監督

クラブスローガン

ＦＣ岐阜

監督の抱負

Chance! Challenge! Change!

Ｊ2リーグ戦、10位以内を目指す。Ｊ2という舞台で戦える
チャンスを得た。このチャンスを活かすことがチームにと
っても大切。Ｊ2で戦うことは、クラブ、チームにとっても
新たなチャレンジとなる。このＪ2を戦っていくために、チ
ームも選手も変わっていかなければならない。

リトバルスキー監督

クラブスローガン

アビスパ福岡

監督の抱負

ココロ粋！

シーズンを通して高いレベルでプレーする。今シーズンの
抱負は、選手がそれぞれに強くなり、より強いチームを作
り上げること。そして、リーグの中で最後まで、戦い抜け
るチームとすること。

植木繁晴監督

クラブスローガン

ザスパ草津

監督の抱負

必至
～戦え！上蹴群騨～

今年の目標は昇格争いに絶対絡む・緊張感のある試合を
シーズン最後まで続ける。具体的な目標ラインは得点70
点以上・失点50点以下。チーム一丸となり昨年よりもグ
レードアップした試合展開で勝負する。

レヴィー クルピ監督

クラブスローガン

セレッソ大阪

監督の抱負

YOU ARE MY HEART

攻守のバランスが取れた攻撃的なサッカーを今年は更にレ
ベルアップしていきたい。ボールを失わず、相手を崩して
ゴールを狙う。最後まで諦めずに、戦う姿勢を常にピッチ
で表現できる強い気持ち。熱いサポーターの応援に応える
ことのできるチーム作りを目指す。

岸野靖之監督

クラブスローガン

サガン鳥栖

監督の抱負

夢結蹴

今年は、クラブに関わってきたすべての人の努力によって、
サガン鳥栖史上最強のチームとなった。今年も、Ｊ1昇格と
いう明確な目標がある。決して簡単なことではないが、フ
ロント・スタッフ・選手が一丸となってチャレンジしてい
きたい。

都並敏史監督

クラブスローガン

横浜ＦＣ

監督の抱負

夢のＪ1は終わった。
リアルなＪ1への挑戦が始まる。

今年度、最大の目標は「Ｊ1復帰」である。それと同時に「Ｊ
1に定着できるチームづくり」をめざしていく。そのために必
要なものはチームの「和」であり、「団結力」というものを強
調していきたい。時には引き分けも大事な戦いになると思
うのでその辺りをチームの皆に浸透させて戦っていきたい。

ペトロヴィッチ監督

クラブスローガン

サンフレッチェ広島

監督の抱負

ALL FOR Ｊ1
すべてはＪ1復帰のために

Ｊ2を闘い抜き、Ｊ1の舞台に帰ることが我々の目標である。
厳しいリーグを闘うために必要なことは、闘うという強い
気持ち。 チーム一丸となって全力で闘う。

池谷友良監督

クラブスローガン

ロアッソ熊本

監督の抱負

Action & Communication

守備の強化を図り、ボールを奪いゴールを奪うというチー
ムテーマを掲げ、守備から攻撃への切り替えをポイントと
して攻撃につなげるサッカーを展開する。攻撃においては、
テンポを重視し、ワンタッチプレーにより局面を打開し、
ゴールにつなげていくサッカーを目指す。




