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監督：有馬 賢二
ホームタウン： 横浜市
ホームスタジアム： ニッパツ三ツ沢球技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ12位
一言メモ：Ｊリーグ51クラブ中、唯一のNPO
法人。横浜は本牧の地に生まれ、本牧に育ち、
本牧の人々に支えられて28年の地域密着・総
合型スポーツクラブの元祖だ。

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜
監督：木村 哲昌
ホームタウン： 相模原市
ホームスタジアム： 相模原ギオンスタジアム
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ3位
一言メモ：元日本代表の望月重良 社長がゼロ
からクラブづくり。ＪＦＬ1年目の昨シーズン
は3位と健闘。ＦＣ町田ゼルビアとの「境川
ダービー（武相決戦）」は盛り上がる。

ＳＣ相模原
監督：美濃部 直彦
ホームタウン：長野市、須坂市、中野市、飯山市、
千曲市、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島
平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町、小川村、栄村
ホームスタジアム：佐久総合運動公園陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ優勝
一言メモ：元日本代表のMF伊東輝悦はアト
ランタオリンピックでブラジルを破るゴールを決
めた。2015年2月には南長野球技場の改修
が終わり、Ｊ１規格のスタジアムが完成する。

ＡＣ長野パルセイロ

２０１４ 明治安田生命 Ｊ３リーグ クラブ

「Ｊリーグの全クラブが地域に愛される存在になる
ことを目指す」と村井チェアマン Ｊリーグ杯（優勝銀皿、中央）をはじめ、主要大会のカップなどが初めて一堂に会した

開幕戦で顔を合わせるチームの選手が握手。横浜ＦＭ
の藤本（左）と大宮の家長

第2部の各クラブブースは開幕戦で対決するクラブがペアで並んだ 注目を集める岐阜のラモス監督にも多数のメディアが集まったブースでインタビューを受ける川崎Ｆの中村

Ｊ１、Ｊ２、そして新たに始まるＪ３の選手たちがユニフォームに身を包んで勢ぞろい。間近に迫ったリーグ戦開幕に向けて、期待感が一気に膨らんだ

　２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンスは
2部形式で行われた。
　シアター形式の第1部の冒頭、村井 満チェ
アマンが「スポーツで、もっと、幸せな国へ。」を
キャッチフレーズとするＪリーグ百年構想を
「『Do all sports』をキーワードに広めていきた
い」とあいさつ。また、第1部に先立って行われ
た監督会議や、選手たちの控室で「ホイッスル
が鳴るまで全力でプレー」、必要以上に試合
進行を遅らせないための「素早いリスタート」、
そして「迅速な交代」の3点を約束してほしいと
要望したことを明かした。
　さらに「全力を持ってプレーする、フットボー
ルそのものの中で実力を磨いていく。そして新
しいお客さまを獲得していく。それによって第一

歩を踏み出したい」と決意を新たにし、「一番の
根幹であるプレーが魅力あふれるものになるよ
う、私を含め、全51クラブが総力を結集してい
きたい」と締めくくった。
　その後、各クラブの代表各1選手がステージ
に登場。司会を務めた松木安太郎さんがイン
タビューを行い、昨年の２０１３Ｊリーグア
ウォーズでフェアプレー個人賞を受賞したMF
柿谷曜一朗（セレッソ大阪）は「タイトル（獲
得）を目指して頑張る。フェアプレーは心掛けて
いるので、今年も継続したい」と抱負を述べた。
　会場を移しての第2部は自由取材の形式
で、各クラブのブースでは選手、監督らが個別
にインタビュー対応を行った。一方、クラブ側も
イヤーブックや各種資料を配布するなどPRに

努め、数多くの関係者が行き来する会場内は
熱気にあふれた。
　特設記者会見場では、翌日のＦＵＪＩ ＸＥ
ＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１４や、数日後
に迫ったＡＦＣチャンピオンズリーグ２０１４
に出場するチームの選手・監督が登壇し、大
会に臨む意気込みを語った。
　村井チェアマンが「日本の隅々までスポーツ
文化を広めたいというコンセプトの延長線上」
にある存在として紹介した明治安田生命Ｊ３
リーグに対する関心も高く、メディアも熱心に
取材。グルージャ盛岡のMF松田賢太は「見た
ことがない（取材の）カメラの多さに驚いた。こ
れがＪリーグなんだ」と、新たな舞台に仲間入
りした印象を話していた。

　Ｊリーグは1月29日、ことし3月9日（日）に
開幕する「２０１４ 明治安田生命 Ｊ３リーグ」
の開催概要を発表した。
　タイトルパートナーとして協賛が決まったの
は、Ｊリーグトップパートナーでもある明治安田
生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 
根岸秋男）。「地域に根差したスポーツクラブ
を核とした豊かなスポーツ文化の醸成」という
Ｊリーグの理念が、同社の「地域社会への貢
献」という理念に相通じる部分があり、契約締
結に至った。今後はＪリーグやＪクラブの協力
を得て、全国で子ども向けサッカー教室の開催、
Ｊリーグ応援キャンペーン（仮称）などを実施
する予定だ。
　数々の審査要件を満たしてＪ３入会を果たし
た10クラブおよびガイナーレ鳥取に加え、Ｊリー
グ・アンダー２２選抜も参加する。これまで日本
サッカーの課題とされた19～21歳の年代の
選手強化の一環で、Ｊ１・Ｊ２クラブで出場機
会のない選手を試合のたびに招集してチーム
を編成する。試合は全て対戦相手のホームで
行い、川崎フロンターレなどで指導経験を持つ
高畠 勉監督がチームの指揮を執る。
　なお、12チームの3回戦総当たりリーグ戦で
行われる大会方式および試合方式について
は、「Ｊリーグニュース」212号で既報。Ｊリーグ
公式ホームページでもＪ３リーグコーナーで各種
情報を掲載している。

２０１４ Ｊ３リーグ 開催概要を発表
特別協賛社に「明治安田生命保険相互会社」が決定

タイトルパートナー
明治安田生命保険相互会社
オフィシャルパートナー
アディダス ジャパン株式会社
株式会社モルテン
日本航空株式会社
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株式会社
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

パートナー企業

監督：鳴尾 直軌
ホームタウン： 盛岡市
ホームスタジアム： 盛岡南公園球技場
昨シーズンのリーグ戦成績：東北社会人サッカー
リーグ1部優勝
一言メモ：Ｊリーグ史上、最初で最後の「飛び
級」（地域リーグからＪＦＬを飛び越えＪ３へ）
入会。地域リーグで長きにわたって地道に活動
した成果が報われた。

グルージャ盛岡
監督：与那城 ジョージ
ホームタウン： 秋田市、由利本荘市、にかほ
市、男鹿市を中心とする全県
ホームスタジアム： 秋田市八橋運動公園球技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ8位
一言メモ：32歳の岩瀬浩介社長はＪリーグ
51クラブで最年少。Ｊ３最年長の与那城
ジョージ監督（63歳）は元日本代表で1985年
にＦＩＦＡワールドカップ予選出場。

ブラウブリッツ秋田
監督：栗原 圭介
ホームタウン： 福島市を中心とする全県
ホームスタジアム： とうほう・みんなのスタジアム
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ14位
一言メモ：現在の運営法人発足直後に東日
本大震災が発生。チーム解散の危機を乗り越
え、「福島結束のシンボル」に。Ｊ２の湘南ベル
マーレと業務提携を結んでいる。

福島ユナイテッドＦＣ
監督：相馬 直樹
ホームタウン： 町田市
ホームスタジアム： 町田市立陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ4位
一言メモ：町田は選手育成が盛んな土地柄。
相馬直樹監督は日本代表として1998年の
ＦＩＦＡワールドカップ出場。監督生活をスター
トしたクラブに4シーズンぶりの復帰となった。

ＦＣ町田ゼルビア

監督：森下 仁之
ホームタウン： 金沢市、野々市市、かほく市、
津幡町、内灘町を中心とする全県
ホームスタジアム： 石川県西部緑地公園陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ7位
一言メモ：北陸新幹線が開業する2015年の
Ｊ２昇格が目標。ホームスタジアム近くのクラ
ブ事務所にはカフェが併設しており、選手た
ちもよく食事に立ち寄るという。

ツエーゲン金沢

監督：水島 武蔵
ホームタウン： 藤枝市、島田市、焼津市、牧
之原市、吉田町、川根本町
ホームスタジアム： 藤枝総合運動公園サッカー場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ13位
一言メモ：アニメ「キャプテン翼」のモデルとさ
れる水島武蔵監督は、子どものころにブラジル
へ渡り20代半ばまでプレーした。藤枝市は古く
から「サッカーの町」として有名。

藤枝ＭＹＦＣ
監督：松波 正信
ホームタウン： 鳥取市、米子市、倉吉市、境
港市を中心とする全県
ホームスタジアム： とりぎんバードスタジアム
昨シーズンのリーグ戦成績：Ｊ２リーグ戦 22位
一言メモ：ガンバ大阪一筋にプレーした松波
正信監督、元日本代表、浦和レッズなどで「野
人」の異名を取った岡野雅行GMの新体制。
塚野真樹社長も元Ｊリーグ選手だ。

ガイナーレ鳥取
監督：薩川 了洋
ホームタウン： 沖縄市を中心とする全県
ホームスタジアム： 沖縄県総合運動公園陸上競
技場、沖縄市陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ11位
一言メモ：沖縄県に念願のＪクラブが誕生。
マレーシア人のMFワンザックは、Ｊリーグが提
携国枠を創設するきっかけとなった選手。同国
からのスポンサー獲得も目指す。

ＦＣ琉球
監督：高畠 勉
一言メモ：高畠 勉監督は2008年にＪ１の川
崎フロンターレを2位に導き、育成年代の日本
代表コーチの経験も持つ。「やるからには初代
チャンピオンを目指す」と意気込む。

Ｊリーグ・アンダー22選抜

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

グルージャ盛岡

AC長野パルセイロ

ＳＣ相模原

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

ツエーゲン金沢

ガイナーレ鳥取

藤枝MYFC

ＦＣ琉球
Ｊリーグ・アンダー22選抜

「２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンス」開催
 Ｊリーグの今シーズン開幕を告げる恒例のイベント「２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンス」が2月21日、東京都内で
開催された。新たにスタートする「明治安田生命Ｊ３リーグ」も加えた各Ｊクラブの監督、選手の代表が勢ぞろい。スポンサー、
メディア、サッカーファミリーなど多数の関係者も集い、開幕ムードは一気に高まった。
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が終わり、Ｊ１規格のスタジアムが完成する。

ＡＣ長野パルセイロ

２０１４ 明治安田生命 Ｊ３リーグ クラブ

「Ｊリーグの全クラブが地域に愛される存在になる
ことを目指す」と村井チェアマン Ｊリーグ杯（優勝銀皿、中央）をはじめ、主要大会のカップなどが初めて一堂に会した

開幕戦で顔を合わせるチームの選手が握手。横浜ＦＭ
の藤本（左）と大宮の家長

第2部の各クラブブースは開幕戦で対決するクラブがペアで並んだ 注目を集める岐阜のラモス監督にも多数のメディアが集まったブースでインタビューを受ける川崎Ｆの中村

Ｊ１、Ｊ２、そして新たに始まるＪ３の選手たちがユニフォームに身を包んで勢ぞろい。間近に迫ったリーグ戦開幕に向けて、期待感が一気に膨らんだ

　２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンスは
2部形式で行われた。
　シアター形式の第1部の冒頭、村井 満チェ
アマンが「スポーツで、もっと、幸せな国へ。」を
キャッチフレーズとするＪリーグ百年構想を
「『Do all sports』をキーワードに広めていきた
い」とあいさつ。また、第1部に先立って行われ
た監督会議や、選手たちの控室で「ホイッスル
が鳴るまで全力でプレー」、必要以上に試合
進行を遅らせないための「素早いリスタート」、
そして「迅速な交代」の3点を約束してほしいと
要望したことを明かした。
　さらに「全力を持ってプレーする、フットボー
ルそのものの中で実力を磨いていく。そして新
しいお客さまを獲得していく。それによって第一

歩を踏み出したい」と決意を新たにし、「一番の
根幹であるプレーが魅力あふれるものになるよ
う、私を含め、全51クラブが総力を結集してい
きたい」と締めくくった。
　その後、各クラブの代表各1選手がステージ
に登場。司会を務めた松木安太郎さんがイン
タビューを行い、昨年の２０１３Ｊリーグア
ウォーズでフェアプレー個人賞を受賞したMF
柿谷曜一朗（セレッソ大阪）は「タイトル（獲
得）を目指して頑張る。フェアプレーは心掛けて
いるので、今年も継続したい」と抱負を述べた。
　会場を移しての第2部は自由取材の形式
で、各クラブのブースでは選手、監督らが個別
にインタビュー対応を行った。一方、クラブ側も
イヤーブックや各種資料を配布するなどPRに

努め、数多くの関係者が行き来する会場内は
熱気にあふれた。
　特設記者会見場では、翌日のＦＵＪＩ ＸＥ
ＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ ２０１４や、数日後
に迫ったＡＦＣチャンピオンズリーグ２０１４
に出場するチームの選手・監督が登壇し、大
会に臨む意気込みを語った。
　村井チェアマンが「日本の隅々までスポーツ
文化を広めたいというコンセプトの延長線上」
にある存在として紹介した明治安田生命Ｊ３
リーグに対する関心も高く、メディアも熱心に
取材。グルージャ盛岡のMF松田賢太は「見た
ことがない（取材の）カメラの多さに驚いた。こ
れがＪリーグなんだ」と、新たな舞台に仲間入
りした印象を話していた。

　Ｊリーグは1月29日、ことし3月9日（日）に
開幕する「２０１４ 明治安田生命 Ｊ３リーグ」
の開催概要を発表した。
　タイトルパートナーとして協賛が決まったの
は、Ｊリーグトップパートナーでもある明治安田
生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 
根岸秋男）。「地域に根差したスポーツクラブ
を核とした豊かなスポーツ文化の醸成」という
Ｊリーグの理念が、同社の「地域社会への貢
献」という理念に相通じる部分があり、契約締
結に至った。今後はＪリーグやＪクラブの協力
を得て、全国で子ども向けサッカー教室の開催、
Ｊリーグ応援キャンペーン（仮称）などを実施
する予定だ。
　数々の審査要件を満たしてＪ３入会を果たし
た10クラブおよびガイナーレ鳥取に加え、Ｊリー
グ・アンダー２２選抜も参加する。これまで日本
サッカーの課題とされた19～21歳の年代の
選手強化の一環で、Ｊ１・Ｊ２クラブで出場機
会のない選手を試合のたびに招集してチーム
を編成する。試合は全て対戦相手のホームで
行い、川崎フロンターレなどで指導経験を持つ
高畠 勉監督がチームの指揮を執る。
　なお、12チームの3回戦総当たりリーグ戦で
行われる大会方式および試合方式について
は、「Ｊリーグニュース」212号で既報。Ｊリーグ
公式ホームページでもＪ３リーグコーナーで各種
情報を掲載している。

２０１４ Ｊ３リーグ 開催概要を発表
特別協賛社に「明治安田生命保険相互会社」が決定
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オフィシャルパートナー
アディダス ジャパン株式会社
株式会社モルテン
日本航空株式会社
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株式会社
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

パートナー企業

監督：鳴尾 直軌
ホームタウン： 盛岡市
ホームスタジアム： 盛岡南公園球技場
昨シーズンのリーグ戦成績：東北社会人サッカー
リーグ1部優勝
一言メモ：Ｊリーグ史上、最初で最後の「飛び
級」（地域リーグからＪＦＬを飛び越えＪ３へ）
入会。地域リーグで長きにわたって地道に活動
した成果が報われた。

グルージャ盛岡
監督：与那城 ジョージ
ホームタウン： 秋田市、由利本荘市、にかほ
市、男鹿市を中心とする全県
ホームスタジアム： 秋田市八橋運動公園球技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ8位
一言メモ：32歳の岩瀬浩介社長はＪリーグ
51クラブで最年少。Ｊ３最年長の与那城
ジョージ監督（63歳）は元日本代表で1985年
にＦＩＦＡワールドカップ予選出場。

ブラウブリッツ秋田
監督：栗原 圭介
ホームタウン： 福島市を中心とする全県
ホームスタジアム： とうほう・みんなのスタジアム
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ14位
一言メモ：現在の運営法人発足直後に東日
本大震災が発生。チーム解散の危機を乗り越
え、「福島結束のシンボル」に。Ｊ２の湘南ベル
マーレと業務提携を結んでいる。

福島ユナイテッドＦＣ
監督：相馬 直樹
ホームタウン： 町田市
ホームスタジアム： 町田市立陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ4位
一言メモ：町田は選手育成が盛んな土地柄。
相馬直樹監督は日本代表として1998年の
ＦＩＦＡワールドカップ出場。監督生活をスター
トしたクラブに4シーズンぶりの復帰となった。

ＦＣ町田ゼルビア

監督：森下 仁之
ホームタウン： 金沢市、野々市市、かほく市、
津幡町、内灘町を中心とする全県
ホームスタジアム： 石川県西部緑地公園陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ7位
一言メモ：北陸新幹線が開業する2015年の
Ｊ２昇格が目標。ホームスタジアム近くのクラ
ブ事務所にはカフェが併設しており、選手た
ちもよく食事に立ち寄るという。

ツエーゲン金沢

監督：水島 武蔵
ホームタウン： 藤枝市、島田市、焼津市、牧
之原市、吉田町、川根本町
ホームスタジアム： 藤枝総合運動公園サッカー場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ13位
一言メモ：アニメ「キャプテン翼」のモデルとさ
れる水島武蔵監督は、子どものころにブラジル
へ渡り20代半ばまでプレーした。藤枝市は古く
から「サッカーの町」として有名。

藤枝ＭＹＦＣ
監督：松波 正信
ホームタウン： 鳥取市、米子市、倉吉市、境
港市を中心とする全県
ホームスタジアム： とりぎんバードスタジアム
昨シーズンのリーグ戦成績：Ｊ２リーグ戦 22位
一言メモ：ガンバ大阪一筋にプレーした松波
正信監督、元日本代表、浦和レッズなどで「野
人」の異名を取った岡野雅行GMの新体制。
塚野真樹社長も元Ｊリーグ選手だ。

ガイナーレ鳥取
監督：薩川 了洋
ホームタウン： 沖縄市を中心とする全県
ホームスタジアム： 沖縄県総合運動公園陸上競
技場、沖縄市陸上競技場
昨シーズンのリーグ戦成績：ＪＦＬ11位
一言メモ：沖縄県に念願のＪクラブが誕生。
マレーシア人のMFワンザックは、Ｊリーグが提
携国枠を創設するきっかけとなった選手。同国
からのスポンサー獲得も目指す。

ＦＣ琉球
監督：高畠 勉
一言メモ：高畠 勉監督は2008年にＪ１の川
崎フロンターレを2位に導き、育成年代の日本
代表コーチの経験も持つ。「やるからには初代
チャンピオンを目指す」と意気込む。

Ｊリーグ・アンダー22選抜

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

グルージャ盛岡

AC長野パルセイロ

ＳＣ相模原

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

ツエーゲン金沢

ガイナーレ鳥取

藤枝MYFC

ＦＣ琉球
Ｊリーグ・アンダー22選抜

「２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンス」開催
 Ｊリーグの今シーズン開幕を告げる恒例のイベント「２０１４Ｊリーグキックオフカンファレンス」が2月21日、東京都内で
開催された。新たにスタートする「明治安田生命Ｊ３リーグ」も加えた各Ｊクラブの監督、選手の代表が勢ぞろい。スポンサー、
メディア、サッカーファミリーなど多数の関係者も集い、開幕ムードは一気に高まった。
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世界的な名選手であるウルグアイ代表のフォルラン（右）獲得で、業界全体を盛り
上げようという意気込みを示したＣ大阪。左は岡野社長

　「たくさんの希望と夢を持って来ました」。
親しみの情を感じる日本語のあいさつを、
原稿の出稿作業に追われながら耳にした。
2月12日、ディエゴ フォルランのセレッソ
大阪加入記者会見。私たちもまた、彼には
多くの期待を日本に運んできてもらったよう
に思う。
　日本到着の報は、弊紙を含めた各紙で
夕刊から大きく掲載され、数日後の練習試
合で彼らしい大胆な長距離のコントロール
ショットを決めれば、夜のスポーツニュースで
映像が流された。
　ＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）MVPの参
戦は、あまりＪリーグになじみのない層にも
「何か面白いことが始まりそうだ」と感じさせ
ているのではないか。ＦＣ岐阜でも、ラモス
瑠偉監督の就任、元日本代表選手の獲
得で、練習場を訪れる人が大きく増えたと
聞く。
　Ｗ杯イヤーの開幕は、例年に増してワク
ワクする思いが強まるものだが、ことしはさら
に増しているように思う。もちろん、大きな要
因は、世界的なスター選手の来日と、5月に
は決まるＷ杯出場登録23人の枠に食い
込もうとする選手たちの存在ではあるのだ

が、Ｊリーグという「業界」自体が動き始め
ていることにもあるだろう。
　セレッソの岡野雅夫 代表取締役社長は、
記者会見で「いい選手がいい試合をすれば、
評価していただける。必ずスタジアムに来て
いただける」「Ｊリーグをもっともっと楽しみ
ましょう」と訴えかけた。クラブの立場から、
自らアクションを起こして業界全体を盛り
上げようという意気込みだった。
　思えば、昨年を通じ、サポーターをも巻き
込んで議論されたリーグの将来的なシーズ
ン時期移行、2015年からのＪ１大会方式
の変更というのは、こうした意識を育む道
のりだったのではないか。
　結論として出された「04年以来となる2
ステージ制と、年間勝点を重視した形での
最大4チームによる優勝決定戦」が、最良の
判断だったのかは、やってみなければ誰にも
分からない。もくろみ通り活性化の起爆剤
となる可能性もあれば、短期的な商業的
成功にとどまる恐れだって否定はできない。
　ただ、取材の中で何度も関係者から伺っ
たのは、「座して死を待つわけにはいかな
い」という強い言葉だった。創設から20年
余りを経過して安定期に入っている中、実

際にはそこまで切迫した
状況ではないのかもしれ
ない。それでも、一般の
関心度が低下している
兆候を重くみて、職を賭
して打開を図るアクショ
ンを起こすというなら、そ
の姿勢は決して非難さ
れるものではない。
　セレッソのフォルラン
獲得も、そうした流れか
ら見れば、実行委員会
などの場で繰り返されて
きた「危機感の共有」に
対する、回答の一つな
のだろう。

　欧州のビッグクラブなどとの決定的な
経営規模の格差がある中で、大物選手の
獲得は、人の縁やタイミングなどさまざまな
要因が全て好転しなければ実現しないこと
で、まさに「お見事」と言うしかない。
　もちろん、シーズンに入ってからの彼自身
のプレーの質こそが、獲得が成功かを評価
するものではある。さらに、いくら誰もが実績
を知る名選手といっても、たった一人で業
界全体に再び活気をもたらすことができる
ものでもないだろう。
　それでも、一つのきっかけで事態が動く事
例は、近年のＪリーグを見ても思い当たる
ものはいくつもある。
　東日本大震災に遭った11年、ベガルタ
仙台担当だった私は、「復興の先頭に立つ」
との使命感を抱いたチームがみるみる雄々
しさを増して躍進するとともに、仙台に乗り
込んだアウェイチームのどれもが、普段に
増して真摯に質の高いプレーに徹した姿を
見た。スポーツが、「人の思い」を目に見える
形として体現させることができる事例として、
忘れがたい1年だった。
　フォルランの存在が、若い選手たちをさら
に引き上げるだけでなく、対峙するチームの
DF陣やストライカーたちも「Ｊリーグ選手と
しての意地」を燃え立たせ、ピッチ上の熱が
スタンドを越えて伝わって、日本全体に広
まっていく。そんなシーズンを見たいと思う。
　また、セレッソの今回のチャレンジがビジ
ネスとしても成功すれば、リーグをリードす
べき立場にある他のクラブをも刺激するこ
とになるかもしれない。
　明治安田生命Ｊ３リーグもできて51まで
クラブ数が拡大した中、経営の足元を固め
るべきクラブもあり、多様化する中で、それ
ぞれが自らを見つめつつ業界全体を高める
視点も持ってほしいと願う。挑戦と手堅さ、
勇気と落ち着き。抑揚のついた中で質が高
まっていく、サッカーというゲームのように、
Ｊリーグが膨らんでいってほしい。

クラブは業界全体を高める視点も
1967年7月15日生まれ。神奈川県横浜市出身。筑波大学附属駒場高校―東京大学卒。1991年に読売新聞社へ入り、96年からスポーツ取材
に関わる。欧州総局（ロンドン）勤務を経て、2006年ＦＩＦＡワールドカップドイツを取材。04年アテネオリンピック、プロ野球・北海道日本ハム
ファイターズなどの取材経験もあるが、多くをサッカー担当記者として過ごす。

読売新聞社 ◎ 助川 武弘（すけがわ たけひろ）


