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あけましておめでとうございます。
旧年中は不慣れな新任チェアマンを支えていただき、誠に
ありがとうございました。
新たな２０１５シーズンは、
さまざまな出来 事があった
昨シーズンの反省や教訓の上に、魅力的なＪリーグを創造
するべく、多彩な改革、取り組みにチャレンジします。基本は
「Ｊリーグが強くあるためにはどうあるべきか」であり、
この
テーマに関する多くの要素を今シーズンの基本戦略に組み
入れました。
リーグタイトルパートナーに明治安田生命保険相互会社
さまを迎える今シーズン、最大の変革はＪ１リーグへの2ステージ＋チャンピオンシップ制の導入です。多くのファン・サポーター
の皆さまにタイトル争いの興奮や緊張感を味わう場を提供する一方、選手たちには短期決戦の舞台で、
よりアグレッシブに
勝利に向けて戦うプレーを期待します。Ｊ２・Ｊ３は、昇格プレーオフ・入れ替え戦制度の定着によって、
より卓越した戦略のも
とにエキサイティングな戦いが展開されるはずです。
また、エンターテインメント性の高いゲームを提供し、数多くの方にスタジアムへ足を運んでいただくきっかけを創出していき
ます。
その手始めに、
シーズン開幕前の2月には各クラブの新戦力やキャンプの情報提供に力を入れるとともに、Ｊ１でトラッ
キングシステムを導入し、データを軸とした新たな楽しみ方を提供していく予定です。
重要なテーマの一つであるＡＦＣチャンピオンズリーグ制覇のために、スケジュール面の調整にも奔走しました。ことしは、
できる限り多くのアウェイゲームに帯同して応援するつもりです。リーグ、
クラブ、ファン・サポーター全員の力で絶対にタイトルを
奪回したい。そしてＦＩＦＡクラブワールドカップの場で世界の強豪と対等に渡り合うＪクラブを世界に披露したいと思います。
Ｊリーグが強くなるということは、競技面だけではなく、経営面も強くなければなりません。
クラブへの配分金の配分比率変更
など、
クラブ経営改革の第一歩を踏み出せたことは大きな前進だと考えています。
今シーズンもファン・サポーターの皆さまと共に、よりフェアでアグレッシブかつエンターテインメント性の高いリーグ運営に
取り組む所存でございますので、Ｊリーグの活動に対しご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Ｊリーグタイトルパートナーに

明治安田生命保険相互会社
発表記者会見に出席した、左から山形の山岸、
左から山形の山岸 Ｊリーグの村井チェアマン、明治安田生命の根岸社長、浦和の阿部。左端は明治安田生命キャラクターの「うさりん」、右端は同じく
「かめろん」

会見にはＪリーグの村井 満チェアマン、明治

Ｊリーグは、
Ｊ
2014年からＪリーグトップパート

フットボールの魅力を多くの人々に伝え、より

ナーの明治安田生命と、15 年度より新設され

安田生命の根岸秋男 取締役代表執行役社長

魅力的なスポーツエンターテインメントとし
トとして
し

た「Ｊリーグタイトルパートナー契約」
を締結し

が登壇。また、
Ｊ１リーグ戦で最終節まで優勝

成長するために、中長期的な視野で多彩な取
り組みを行う。そのためにも、
「豊かなスポーツ

た。昨年12月16日にはＪＦＡハウスの日本サ

争いを演じた浦和レッズのMF阿部勇樹、Ｊ１

ッカーミュージアム1階にあるヴァーチャルスタ

昇 格プレーオフで優 勝を飾ったモンテディオ

文化の振興及び国民の心身の健全な発達へ

ジアムで契約の発表記者会見、調印式が行わ

山形のGK山岸範宏の両選手も出席した。

の寄与 」
というＪリーグの理念に賛同し、全国

れた。契約は15年1月1日から18年12月31日

Ｊリーグは新たなシーズン、
レノファ山口ＦＣ

までの4年間で、
Ｊ１リーグ、Ｊ２リーグ、Ｊ３リ

が明治安田生命Ｊ３リーグに加わることで5 2

ーグのタイトルパートナーとなる。

クラブとなり、37 都道府県に広がる。今後も

村井 満Ｊリーグチェアマン

根岸 秋男

47都道府県の全てに営業拠点を構える明治
安田生命のサポートは力強い味方となる。

阿部 勇樹（浦和）

山岸 範宏（山形）

「4年にわたる長期の契約を交わしていただき、長期
明治安田生命保険相互会社 取締役代表執行役社長 「明治安田生命さまには、浦和レッ 「明治安田生命さまにはリーグタイト
的に安定的にご支援いただきますことを心から感謝 「Ｊリーグさまから2015年に新設される協賛の仕
ズも
（クラブのプレミアムパートナー
ルパートナーについていただきまして、
申し上げ、
これからもよろしくお願いしたいと思ってい
として）大変お世話になっています
本 当にありがとうございます。明 治
組みであるＪリーグタイトルパートナー契約のご提
ます。明治安田生命さまは、47都道府県で生命保険
が、Ｊ１、Ｊ２、
Ｊ３のリーグタイトル
安田生命さまにはＪリーグの『 地域
案をいただきました。このご提案をいただいた時に
を通じて人生の伴走者として、対面で人々との絆を
パートナーになっていただけるとい
と共に生きる』
という点に共鳴いただ
は、正直少し驚きましたが、当社にとって大変光栄
大事にしながら活動されていますが、
これはＪリーグ
なことであり、
これまでの明治安田生命とＪリーグと うことで、大変感謝しております。 いたと伺っています。僕自身も、Ｊ１
の地域密着の理念に近いと感じていました。Ｊリーグ
2014年は、浦和レッズとしては悔し
に昇格するクラブで地域と共に生き
の『ちょっといい関係』
から、
さらにこのステージを高
は現在、36都道府県で51クラブが活動しています
めて『 相互信頼に基づく深い絆で結ばれた関係 』 い結果に終わってしまいましたが、 るという部分で少し貢献できたのか
が、
いずれは47都道府県で地域に密着する形で、豊か
この悔しさを糧として、1 5 年は各
なと思っています。自分はＧＫという
にしていきたいという思いから、
その証しとして今回
なスポーツ文化を広げていくことが理念であり、活動
ステージ勝利を目指して全力で戦
ポジションで、
チームの最後の砦です。
の契約を結ばせていただきました。私たち明治安田
方針です。そうした姿勢をまさに先行する形で実践さ
保険も人を守るものだと思いますの
生命は、地域に根差した魅力的なクラブとサポータ っていきたいですし、15年の明治
れている明治安田生命さまと共に、地域の活性化、 ーがもっと増え、
安田生命Ｊ１リーグ初代チャンピ
で、同じ守るという立場でパートナーと
そしてこの国の地域社会がもっと
もしくは地域の再生に携われたらいいと思い、本当
オンになれるように全力で頑張っ なれるのは親近感がありますし、心強
素晴らしいものになれるよう、
この契約を通じてお
に意気投合しています」
ていきたいと思っています」
いパートナーだと考えています」
手伝いできることをとても幸せに感じております」

明治安田生命保険相互会社とＪリーグ
ー２２選抜（Ｊ−２２）を加えた12チームによる3
回戦総当たりのリーグ戦を実施。ツエーゲン金沢
が初代チャンピオンに輝いた。新たなクラブの入
会で、
Ｊリーグの地域に密着したスポーツ振興とい
う考えが、
さらに広く浸透した。
Ｊ１・Ｊ２のクラブに
所属する22歳以下の選手で構成されるＪ−２２

明治安田生命Ｊ３の金沢 vs Ｊ−２２

安心して豊かに暮らせる社会や環境を育み、守
っていけるよう、社会貢献への積極的な取り組みを

の参加は、若い選手たちに貴重な真剣勝負の場

だけでなく、投票者にも抽選で試合入場券をプレゼ

を提供した。

ント。小学生を対象にＪクラブのコーチやＪリーグ選

一方、
ＪリーグとＪクラブが全面的に協力し、
「心

手OBが指導を行う「Ｊでつながろうサッカー教室」

宣言している同社は、
その一環として2014年1月1

ひとつに、
Ｊでつながろうプロジェクト」
を展開した。

日からＪリーグとトップパートナー契約（Ｊ１・Ｊ２）、

応援したいＪクラブを選び、アンケートに回答して

1000人を超える子どもたちや保護者が参加。父兄

Ｊ３リーグタイトルパートナー契約を締結した。

投票する
「MY BEST Ｊ グランプリ」
では、投票結

が見守る中、
サッカーをうまくなろうと真剣に学び、
コ

果に応じてクラブへトレーニング用品が寄贈される

ーチ陣の巧みな指導で楽しい時間を過ごした。

Ｊ３は初の試みで、11クラブにＪリーグ・アンダ
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アンケートに答えるとクラブの支援につながる
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は、昨年10月末までに全国で74回を開催し、1万

Ｊリーグタイトルパートナーに

明治安田生命保険相互会社

トップ対談

根岸 秋男 村井 満
明治安田生命

Ｊリーグ

根岸 秋男（ねぎし あきお）1958年埼玉県
生まれ。早稲田大学理工学部卒。81年入社。
執 行 役 営 業 企 画 部 長 、常 務 執 行 役を経て
2013年7月より取締役代表執行役社長。

村井 ありがとうございます。頑張ります。Ｊリ

明治安田生命保険相互会社が２０１５シーズンよりＪリーグのリーグタイトルパートナーとな
ることが決まった。
その発表会見を終えたＪリーグの村井 満チェアマンと明治安田生命保険相互
会社の根岸秋男 取締役代表執行役社長が対談。共に埼玉県出身、早稲田大学卒業で年齢も
近い二人が、契約締結への思い、
Ｊリーグの未来などについて語り合った。

ーグに関心がある国民は３割といわれています
が、逆に言うと、今後関心を持っていただける
層はまだ7割もいます。ＦＩＦＡワールドカップ

※この対談は2014年12月16日に実施しました。

献身的にクラブを支える活動
村井 今日はありがとうございました。短期的な

を張らない。丸の内の歴史ある重厚なオフィスで

は国民みんなが見るぐらいですから、Ｊリーグが
もっともっと良いゲームをすれば、多くの人に関
心を持ってもらう余地は十分あります。

根岸さんにお会いするんですが、
そんな部屋から

Ｊリーグをもっと楽しめる年に

は想像できない気さくな方で、
お会いした時、正

損得ではなく、
目指す理念が一致するパートナ

直ほっとしました。開放的な空間のサッカースタジ

̶ 関心を持ってもらうため、２０１５シー

ーさまと共に進んでいくのが、
Ｊリーグの今後の

アムにぴったりの方ですよ。スタジアムで一緒に

ズンから2ステージ制も始まります。

発展に絶対必要と思っていたので、同じ志の

サッカー観戦してみたい方です。

村井 シーズンを二つに分け、
それぞれの優勝

明治安田生命さまと契約できてうれしいです。
根岸 ありがとうございます。

争いの山場を楽しんでもらう趣向です。山場を

謙虚に誠実に応援して実績を

創出することで、サッカーに関心を持つ人を増

̶ Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグのタイトルパー

根岸 いいですね、
そのような機会をつくりまし

やしたいと思います。
またＪ１では来シーズンか

トナーになります。

ょう。空間っていい言葉ですね。私は弾力的な

ら、ゲームをデータでも追い掛けて、各選手の

村井 ことし発足したＪ３が、成功するかどうか

空間が好きです。まさにＪリーグの世界は弾力

走った距離や最速スピードなどプレーの素晴ら

不安の中の船出でしたが、全てのクラブを訪問

的な空間。

しさを数字でも伝えられるよう工夫します。根岸

したら、御社の支社の方々が、地元のクラブの

村井 そうです。

さんは数字の神様（アクチュアリー※）
ですから、

仲間と協働しながらサッカー教室を開くなど献身

根岸 スタジアムは、サポーターがお互い個性

サッカーのプレーをどのような数字で見せると

的にクラブを支えてくださっていました。それも

を発揮し、認め合えるような、
自由な空間だと思

良いか、教えてください。

画一的ではない、
それぞれの地域特性を生かし

います。
もちろん物理的なスペースの意味では

根岸 昔、
アクチュアリー
（※）
をやっていただけで

た形での支援で驚きました。
こういう方々になら、

なく、Ｊリーグがつくり上げている世界が開放

すよ。私は、数字で伝えていくためには、仮説を

Ｊ３だけでなくリーグ戦全体をスポンサードして

的、弾力的なんです。Ｊリーグの関係者の方々

立てることが大切だと思っています。数字を出

ほしいという思いがこの1年間、訪問先のクラブ

とお話しすると、皆さま、本当に前向きです。

すプロセスが非常に大事ですね。

でさまざまなスタッフと会話する中で明確になり、

̶ Ｊリーグとの今後の関わりで大事な点は。

村井 その辺り、一緒に議論して、
２０１５年は

この秋、率直にご相談申し上げました。

根岸 地 域との触れ合いを今 以 上に大 切 に

Ｊリーグをもっと楽しんでもらえる年にします。

根岸 今回のお話をいただいた時は、正直驚き

したい。Ｊリーグのパートナーとなってまだ１年。

̶ アジアのクラブチャンピオンを決めるＡＦ

ました。ただ、私は当初から腹を据えて支援させ

Ｊリーグ関係者の方々や特にファン・サポータ

Ｃチャンピオンズリーグ優勝も期待されています。

ていただくつもりでいました。弊社は、地域に根

ーの皆さまに心を開いてもらうには、謙虚に誠

村井 もちろん、
１５年は日本がアジアで一番

差した活動を推進しており、
その地域のお客さ

実に応援し、時間をかけ反復し、実績をつくっ

であることを明確にする年です。Ｊ３は広く深く

まにいろいろ助けてもらっていることから、地域

ていかないと、本当の仲間として認めていただ

根を張る、
Ｊ２はしっかり太い幹を作る。そして

の活力を向上させて、恩返しをしたい、
という気

けないと思います。
「全員がサポーター」
を合言

Ｊ１はアジアチャンピオンとして世界に向かっ

持ちがあります。

葉に当社従業員が一丸となり、
それぞれの地

て伸びていく。そのために、明治安田生命さま

̶ まさに同志のようなお二人ですが、年齢

域のサポーターの方と交わって、同じ方向を向

が各リーグそれぞれに栄養分となる水をくれる、

も１年違いの同世代です。お互いのご印象は。

きながら応援していきたいと考えています。各

本当にありがたいです。

根岸 チェアマンには前向きな誠実さを感じて

支社でさまざまな企画や個別スポンサーの話を

根岸 私も、物事を段階的、多面的に考えてい

います。何回かお会いし、
お話させていただきま

各クラブと進めていける環境を整えていますか

くのが好きです。各段階での役割や期待される

したが、考え方の筋が通っていますよね。ぶれて

ら、今後、
いろいろな動きが出てきますよ。

ものは違います。チェアマンの言う形で組み立

いないし、原理原則を非常にしっかりとお持ちで

̶ Ｊリーグに今後、期待することは。

てていけば、Ｊリーグはすごく強いものになる。

す。
ちょっと私に似ていますね。

根岸 Ｊリーグの理念を曲げずに、地域の活力

それを持続していくことが大事です。われわれも

村井 いえ、
いえ。

を生む力になってほしい。Ｊリーグを本当に愛し

今回の契約を励みにして、
もう一段「身の丈に

根岸 いや、
社内でもそう言われているんです。社

ているサポーターをもっともっと増やしてほし

合った背伸び」ができるはずです。背伸びをし

長が好きになる人だから、
やっぱり似ているって。

い。もちろん、そういうお手伝いをわれわれもし

続け、お互いが着実に成長できるよう頑張って

村井 根岸さんは全然偉ぶらないでしょう。肩肘

ていきたいと思っています。

いきましょう。
※確率・統計などの数理的手法を活用して、主に保険や年金に関する諸問題を解決する専門職
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トピックス（12月9日〜1月7日）

※各項目の詳細については、Ｊリーグ公式ホームページ
（http://www.j-league.or.jp）を参照

【２０１５Ｊリーグ Ｊ１リーグ】
大会方式および試合方式

〜２０１５明治安田生命Ｊ１リーグおよび２０１５Ｊリーグチャンピオンシップ〜
２０１５Ｊリーグ Ｊ１リーグの大会方式および試合方式が、下記のとおり決定した。

２０１５シーズンのＪ１リーグ大会方式
■大会方式

〔チャンピオンシップ決勝（仮称）〕

18クラブによる1stステージ、2ndステージの2ステージ制リーグ戦（明治安田生命Ｊ１
リーグ）
およびチャンピオンシップ。

〈開催日〉第1戦：12月2日
（水）、第2戦：12月5日
（土）
〈試合方式および勝敗の決定〉
90分間（前後半各45分）
の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
〈優勝チームの決定方法〉
2試合が終了した時点で勝利数が多いチームを優勝とする。
2試合が終了した時点で勝利数が同数の場合には、次の順によって決定する。
①2試合の得失点差
②2試合におけるアウェイゴール数
③第2戦終了時に30分間（前後半各15分）
の延長戦
※延長戦では、
アウェイゴールルールは適用されない
④P K方式

〔明治安田生命Ｊ１リーグ〕
・ 各ステージ1回戦総当たりのリーグ戦。
・ 両ステージでホーム＆アウェイとなる。
・ 各ステージ17節、153試合（両ステージ合計306試合）。

〔チャンピオンシップ1回戦（仮称）、準決勝（仮称）〕
・ 各ステージの1位チームおよび年間勝点2位、3位チーム
（合計4チーム）
による、
ノック
アウト方式のトーナメント戦（1回戦制）。
・ 1stステージ1位または2ndステージ1位のうち、年間勝点が上位のチームと年間
勝点3位チーム、1stステージ1位または2ndステージ1位のうち、年間勝点が下位
のチームと年間勝点2位チームによる1回戦を行い、1回戦の勝利チームが準決勝
に進出し、準決勝の勝利チームが決勝に進出する。
・ 年間勝点1位チームと、各ステージの1位チームが重複した場合は、年間勝点1位
チームはチャンピオンシップ決勝にシードされる。
・ 各ステージの1位チームおよび年間勝点2位、3位チームが重複する場合は、各ス
テージ1位チームがシードされる。
・ただし、
チャンピオンシップ出場権を持ったチームが降格対象となった場合は、参加
資格を失う。

〔チャンピオンシップ決勝（仮称）〕
・ 年間勝点1位チームと、
チャンピオンシップ準決勝の勝利チームによるホーム＆アウェ
イでの対戦。
・ 試合会場は、第1戦をチャンピオンシップ準決勝勝利チームのホームとし、第2戦を
年間勝点1位チームのホームとする。

Ｊリーグチャンピオンシップ
※仮称

年間優勝

■年間順位の決定方法
チャンピオンシップ決勝の勝者を年間優勝チームとし、敗者を2位とする。3位以下に
ついては、
チャンピオンシップ決勝出場チームを除く年間勝点の順位で決定する。
ただし、年間勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①リーグ戦全試合の得失点差
②リーグ戦全試合の総得点数
③当該チーム間の対戦成績（イ：勝点、ロ：得失点差、ハ：総得点数）
④反則ポイント
（ＡＦＣチャンピオンズリーグには、
上記年間順位上位3位までの3チームが出場する）

■Ｊ１・Ｊ２の入れ替えについて
・Ｊ２リーグにおける1〜2位のクラブは、Ｊ１に自動昇格。
・Ｊ２リーグにおける3〜6位のクラブのうち、Ｊ１クラブライセンスが付与されているク
ラブは、Ｊ１昇格プレーオフに出場。優勝クラブ
（１クラブ）がＪ１に昇格。
・Ｊ１リーグにおける16〜18位のクラブは、Ｊ２に自動降格。ただし、
Ｊ２リーグにおけ
る3〜6位のクラブのうち、Ｊ１クラブライセンスが付与されているクラブがない場合
は、Ｊ１昇格プレーオフは開催されず、
Ｊ１リーグにおける16位クラブの降格はなく
なり、Ｊ２上位2クラブのみがＪ１に昇格。
・Ｊ２リーグ1、2位のクラブにＪ１クラブライセンスが付与されていない場合、3位以下
の繰り上げはない。

決勝※（ホーム＆アウェイ）

２０１５Ｊリーグクラブ編成

準決勝※（1回戦制）

Ｊ1（18クラブ ）

1回戦※（1回戦制）
年間勝点
1位

各ステージ1位

（年間勝点上位）

年間勝点
3位

各ステージ1位

（年間勝点下位）

年間勝点
2位

■試合会場
〔明治安田生命 Ｊ１リーグ〕
原則として各クラブのホームスタジアム

〔チャンピオンシップ〕
・ 1回戦の試合会場はステージ1位チームをホームとする。
・ 準決勝の試合会場は1回戦の勝利チームのうち、年間勝点が上位のチームのホーム
とする。

■試合方式
〔明治安田生命Ｊ１リーグ〕
開催期間／ 3月7日
（土）
〜11月22日
（日）
〈試合方式および勝敗の決定〉
90分間（前後半各45分）
の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
〈勝点〉
勝利：3点、引き分け：1点、敗戦：0点
〈各ステージ順位の決定〉
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差 ②総得点数 ③当該チーム間の対戦成績（イ：勝点、ロ：得失点差、
ハ：総得点数） ④反則ポイント ⑤抽選

〔チャンピオンシップ1回戦（仮称）、準決勝（仮称）〕
〈開催日〉1 回戦：11月25日
（水）
、準決勝：11月28日
（土）
〈試合方式および勝敗の決定〉
90分間（前後半各45分）
の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間（前後半各
15分）
の延長戦を行い、
それでも勝敗が決しない場合は、PK方式によって決定する。
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ベガルタ仙台
モンテディオ山形
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
柏レイソル
ＦＣ東京
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
湘南ベルマーレ
ヴァンフォーレ甲府
松本山雅ＦＣ
アルビレックス新潟
清水エスパルス
名古屋グランパス
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
サガン鳥栖

Ｊ2（22クラブ）
コンサドーレ札幌
水戸ホーリーホック
栃木ＳＣ
ザスパクサツ群馬
大宮アルディージャ
ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ
横浜ＦＣ
ツエーゲン金沢
ジュビロ磐田
ＦＣ岐阜
京都サンガF.C.
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
カマタマーレ讃岐
徳島ヴォルティス
愛媛ＦＣ
アビスパ福岡
ギラヴァンツ北九州
V・ファーレン長崎
ロアッソ熊本
大分トリニータ

Ｊ３（12クラブ ＋ 特別参加枠）
グルージャ盛岡
ブラウブリッツ秋田
福島ユナイテッドＦＣ
ＦＣ町田ゼルビア
Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．横浜
ＳＣ相模原
ＡＣ長野パルセイロ
カターレ富山
藤枝ＭＹＦＣ
ガイナーレ鳥取
レノファ山口ＦＣ ※
ＦＣ琉球
Ｊリーグ・アンダー２２選抜
太字・下線 ：２０１４シーズン
からの変更箇所（昇降格）
※印は新規入会クラブ

実行委員選任
Ｊリーグは12月16日に開催した理事
会で、
Ｊ３に入会したレノファ山口ＦＣに
ついて、右記の実行委員の選任を承認
した。

実行委員選任（新任）
J３入会クラブ

敬称略

レノファ山口ＦＣ
河村 孝（かわむら たかし）

株式会社レノファ山口 代表取締役社長

２０１５Ｊリーグ 年間スケジュール
1月

2月

3月

4月

5月

※Ｊ１昇格プレーオフ、J２・Ｊ３入れ替え戦は、開催しない可能性がある。
※日程は変更になる場合がある。

6月

7月

［1st 第1〜17節］
3/7（土）〜6/27（土）

8月

9月

10月

11月

1回戦11/25（水）決勝①12/2（水）
準決勝11/28（土）決勝②12/5（土）
※仮称
※仮称

201５ J リーグヤマザキナビスコカップ
予選リーグ

★

2/28（土）
〈日産ス〉

準々決勝

❶3/18（水）❸4/8（水）
❷3/28（土）❹4/22（水）

❺5/20（水） ❼6/3（水）
❻5/27（水）

❶9/2（水）
❷9/6（日）

準決勝 決勝

J リーグアウォーズ

★

★ 12月開催

❶10/7（水） 10/31（土） J 1 昇格プレーオフ
準決勝 決勝
❷10/11（日）
11/29（日）
12/6（日）

第1〜42節
3/8（日）〜11/23（月・祝）

J２・Ｊ３入れ替え戦
❶11/29（日）❷12/6（日）

第1〜39節
3/15（日）〜11/23（月・祝）
東地区
プレーオフ グループステージ 第1〜6節
AFC
チャンピオンズ
リーグ２０１５ 2/17（火） 2/24（火）〜5/6（水・休）
ＡＦＣアジアカップ
オーストラリア2015

その他の大会

12月

Jリーグチャンピオンシップ

［2nd 第1〜17節］
7/11（土）〜11/22（日）

ラウンド16

準々決勝

❶5/19（火）or 5/20（水）
❷5/26（火）or 5/27（水）

準決勝

決勝

❶8/25（火）or 8/26（水） ❶9/29（火）or 9/30（水） ❶11/7（土）
❷9/15（火）or 9/16（水） ❷10/20（火）or 10/21（水）❷11/21（土）

国際親善試合

EAFF東アジアカップ 2015 決勝大会
8/2（日）〜8/9（日）
〈中国〉
8/2（日）vs 朝鮮民主主義人民共和国
8/5（水）vs 韓国
8/9（日）vs 中国

3/27（金）vs チュニジア〈大分ス〉
3/31（火）vs 未定〈東京〉
1/9（金）〜1/31（土）
〈オーストラリア〉
【グループステージ】
〈Ｕ−22日本代表〉
1/12（月・祝）vs パレスチナ
ＡＦＣU−23選手権2016予選
1/16（金）vs イラク
1/20（火）vsヨルダン
3/23（月）〜3/31（火）
〈マレーシア〉
【ノックアウトステージ】
3/27（金）vs マカオ
準々決勝 1/23（金）
3/29（日）vs ベトナム
準決勝
1/26（月）or 1/27（火） 3/31（火）vs マレーシア
3位決定戦 1/30（金）
決勝
1/31（土）

スルガ銀行
★
チャンピオンシップ 8/11（火）
201５OSAKA 〈万博〉

ＦＩＦＡ クラブワールドカップ 2015
12月中旬

第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会
8/29（土）〜2016/1/1（金・祝）

２０１５シーズン追加登録期限
Ｊリーグは、２０１５シーズンの明治安田生命Ｊリーグ
（Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３）
およびＪリーグヤマザキナビスコカップの出場資格を得るための選手追加
登録期限を下記のとおり決定した。

Ｊリーグは、2015年2月28日
（土）
に日産スタジアムで開催する
「ＦＵＪＩ
ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５」において、Ｕ−１８Ｊリーグ選抜
と日本高校サッカー選抜による親善試合「ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

２０１５シーズンの追加登録期限
大会名

ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５
ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ 開催

ルール上の登録期限日（節）

追加登録期限

明治安田生命Ｊ１リーグ 2ndステージ第9節〈8月29日（土）〉
明治安田生命Ｊ２リーグ 第32節〈9月20日（日）〉

ＭＡＴＣＨ」を実施する。本試合は、2015年の国内サッカーシーズン幕開け
となる「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５」
の会場で、Ｕ−１８

→ 2015年9月18日（金）

年代に活躍の場を提供することによって、将来的な日本サッカー界全体

明治安田生命Ｊ３リーグ 第29節〈9月20日（日）〉

の活性化に寄与するものと期待される。スーパーカップでは昨年に続き、

Ｊリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦〈10月7日（水）〉 → 2015年10月2日（金）

6度目の開催となる。

選手の登録は原則として、
あらかじめ日本サッカー協会（ＪＦＡ）
が国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に届け出
た年に2回の登録期間（ウインドー）
に限って認められるが、
この規定には若干の例外ケースが設けられ
ている。この例外を適用できる期間を追加登録期限として、各大会の実施要項に定めている。
※ 追加登録期限の決定においては従来、下記ルールを参照している。
リーグ戦：シーズンの4分の3を過ぎての追加登録を不可とする。
カップ戦：準決勝第1戦以降の追加登録を不可とする。
※ 育成型期限付移籍などの運用上の分かりやすさのため、これまでリーグ戦の追加登録期限を同日にしている。
※ 原則として、選手の登録（移籍）は、下記の登録期間（ウインドー）中にのみ可能となるが、登録期間（ウインドー）
の例外が認められる登録（移籍）
を含む全ての登録（移籍）に関する期限として、Ｊリーグで定めるものである。

名

称

主 催
主

公益財団法人 日本サッカー協会／公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

管 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

後

援 公益財団法人 全国高等学校体育連盟

協

力 アディダス ジャパン株式会社 ／プーマ ジャパン株式会社

特別協賛

２０１５シーズン登録期間（ウインドー）

ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５
「ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ Ｕー１８ Ｊリーグ選抜 ｖｓ 日本高校サッカー選抜」

富士ゼロックス株式会社

開催日時 2015年 2 月28日（土）キックオフ時刻調整中

第1登録期間（ウインドー） 2015年1月2日（金）
〜3月27日（金）

会

第2登録期間（ウインドー） 2015年7月10日（金）
〜8月7日（金）
ＪＦＡは、ＦＩＦＡの規則に基づき、登録期間（ウインドー）
を定めている。ＦＩＦＡは各国協会に対し、年2回の登録
期間（ウインドー）
を設けることを義務づけており、第1登録期間（ウインドー）は、シーズンとシーズンの間に最大12週
間、第2登録期間（ウインドー）はシーズン中に最大4週間の期間と定められている。ＦＩＦＡおよびＪＦＡの規則に基
づき、ＪリーグおよびＪＦＬのクラブへの選手の登録（移籍）は、一部の例外を除き、原則として登録期間（ウインドー）
の期間中においてのみ可能となる。２０１５シーズン以降のＪ１大会方式変更に伴い、Ｊ１ 2ndステージに向けた選
手補強を可能にし、二つのステージの区切りをより分かりやすくするため、上記のとおり、追加登録期限を設定した。

場 日産スタジアム

対戦カード

Ｕ−１８ Ｊリーグ選抜 対 日本高校サッカー選抜※

※第93回全国高等学校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチーム

試合方式 調整中
チケット

観戦には「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１５」のチケット
が必要となる。

２０１５Ｊリーグ公式試合球として「コネクト15」を使用 ２０１５Ｊリーグヤマザキナビスコカップ 特別デザイン試合球を使用
Ｊリーグは、２０１５Ｊリーグ公式試合
球として、
Ｊリーグオフィシャルエクイップ
メントパートナーである株式会社モルテン
の 提 供を受け、アディダスの「コネクト
15」
を使用する。また、２０１５Ｊリーグ
ヤマザキナビスコカップでは、
「コネクト
15」の特別デザイン試合球を使用する。

コネクト15

ヤマザキナビスコカップ特別デザイン

【名称】
「コネクト15」の名称は、スポーツを通じて全ての人種、世代、国々の人々が団結する、
世界中の「つながり」
を表現している。
【デザインの由来】
リーグ戦試合球は、2 0 1 5 ＦＩＦＡ女子ワールドカップの開催国であり、世界有数の美しい
自然環境を有するカナダの大自然にちなんで、緑（＝森）や、青（＝湖）、そして、女性らしさや
その力強さを表現した赤を基調としたカラーリングで、2015 ＦＩＦＡ 女子ワールドカップにイン
スパイアされたデザインとなっている。ヤマザキナビスコカップ試合球は「コネクト15」に大会
ロゴカラーを基本とし、歴代優勝クラブの名前が入った特別オリジナルデザインとなっている。
【ボールの特長】
２０１４Ｊリーグ公式試合球 brazuca（ブラズーカ）同様、6枚の同一形状パネルに
より構成されている。これによって、ボールバランスと飛行安定性が向上している。

※画像はイメージです

15 Jan. 2015

Vol.224

5

鹿島アントラーズユースが
10年ぶり3度目の優勝
110 分にわたって激しい攻防を展開した両チーム

DO ! ALL SPORTS サッカークリニックは初の開催。Ｊリー
グ選手OBの指導のもと、子どもたちの歓声がスタンドに響いた

鹿島ユースは1998年、2004年に続き、3度目の決勝進出でいずれも優勝という勝負強さを発揮

「２０１４Ｊユースカップ 第 2 2 回 Ｊリーグ

試合終了後のピッチでは、
Ｊリーグ百年構想

ポーク普 及 促 進 協 議 会 」より
「 宮 崎ブランド
ポーク」20㎏が贈呈された。同県では数多くの

ユース選手権大会」
（主催：公益財団法人 日本

パートナーの朝日新 聞 社 、一 般 社 団 法 人Ｊ

サッカー協会／公益社団法人 日本プロサッカー

リーグ選手OB会が協力し、小学校高学年を対

Ｊクラブがシーズン前のトレーニングキャンプ

リーグ／朝日新聞社／日刊スポーツ新聞社）

象としたサッカー教室の「DO! ALL SPORTS

を実施し、
Ｊリーグ、
Ｊクラブが10年の口蹄疫、

は2 0 1 4 年 1 2月2 3日にヤンマースタジアム

サッカークリニック２０１４」
を初めて開催した。

鳥インフルエンザ、11年の新燃岳噴火災害に

長居で決勝が行われ、鹿島アントラーズユース

同OB会の柱谷哲二会長（水戸ホーリーホック

対する復興支援などに努めたことに対する感謝

がガンバ大阪ユースを下して10年ぶり3度目

監督）
らが、
シュートなどの指導を行った。

として、
さらに将来を担うユース世代を応援す

の優勝を飾った。前後半各10分の延長戦を

なお、準々決勝進出の8クラブには11年から

含む1 1 0 分の戦いを1−1のスコアで終えた

引き続き、宮崎県「より良き宮崎牛づくり対策

る気持ちを込めて贈呈が続いている。

協 議 会 、みやざきブランド推 進 本 部 」より各

後、PK戦を4−3と制した。
鹿島ユースは42分、DF寺門宥斗が先制し、

チーム20㎏ずつ計160㎏の「宮崎牛」
と、同
じく2㎏ずつ計16㎏の「 完熟マンゴー」
をはじ

Ｇ大阪ユースは84分にFW平尾 壮がPKで同
点。PK戦ではGK山田晃平が2本をストップした

めとする同県特産の旬のフルーツと野菜が贈

鹿島ユースに軍配が上がった。

られた。また、優 勝クラブには「 宮 崎ブランド

２０１４Ｊユースカップ 第22回Ｊリーグユース選手権大会 決勝トーナメント
今回も宮崎県から豊富なスタ 交 歓 会で選 手たちの健 闘を
ミナ源が贈られた
たたえた村井チェアマン

1回戦
2回戦 準々決勝 準決勝 決勝 準決勝 準々決勝 2回戦
1回戦
11/1（土） 11/8（土） 11/16 12/20 12/23 12/20 11/16 11/8（土） 11/1（土）
11/3（月・祝） 11/9（日） （日） （土） （火・祝） （土） （日） 11/9（日） 11/3（月・祝）

ヴィッセル神戸U −１８
柏レイソル U −１８
愛知ＦＣ U −１８

3
0

鹿島アントラーズユース

4
2

4
（延長）
2
鹿島アントラーズ
2
ユース
3
1-1
2
0
(PK2-4)
(PK4-3)
2
1

2
0

名古屋グランパス U１８

3
（延長）
2
3
1

清水エスパルスユース
横浜Ｆ・マリノスユース
センアーノ神戸ユース
セレッソ大阪U −１８
アビスパ福岡U −１８

6
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京都サンガF.C.U −１８

優勝

（延長）
3
1

2
1
2
0
1
0

0
2

0
1

15 Jan. 2015

塩釜 F C ユース
ガンバ大阪ユース
ベガルタ仙台ユース
ＦＣ東京U −１８

4
2
4
0

アルビレックス新潟U −１８

2
(PK6-7)
2

栃木ＳＣユース
横河武蔵野 F C ユース
ヴァンフォーレ甲府Ｕ−１８
大分トリニータＵ−１８

決勝終了後の村井 満Ｊリーグチェアマン コメント
「鹿島アントラーズユースの皆さん、
Ｊユースカップ、2004年
以来10年ぶり3度目の優勝、誠におめでとうございます。昨
年に続いてPK戦での決着となりましたが、両チームともそれ
ぞれの特徴を十分に発揮した上で、110分を互角に戦った
末の劇的なフィナーレでした。この試合はきっ抗した展開の
中、前半終了間際の42分に鹿島ユースの平戸選手のFK
を寺門選手が鮮やかなヘディングシュートで決めて先制し、
そ
の後は豊富な運動量をベースに安定した戦いぶりを見せてく
れました。対するガンバ大阪ユースも84分にPKによる得点
で同点に追い付きました。2回戦を延長戦の末、準々決勝は
PK戦を制して、準決勝では逆転勝利と
「最後まで諦めない」
気持ちが、同点ゴールを生んだと思います。試合は鹿島ユー
スの優勝となりましたが、両チームともに常にゴールを狙い、
めまぐるしく攻守が入れ替わる素晴らしいゲームでした。鹿島
ユース、
Ｇ大阪ユースの皆さんには、心より拍手を送りたいと
思います。最後になりましたが、本大会にご協力いただきまし
た朝日新聞社さま、
日刊スポーツ新聞社さま、株式会社日本
旅行さまには、
あらためて御礼申し上げます」

