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　公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）は1月31日、2014年度第1回社員総会および臨時理事会を開催し、社員総会でＪリーグ
理事に選任された村井 満理事が、その後に行われた臨時理事会において第五代チェアマン（理事長）に選任され、同日に就任した。併せて
中野幸夫Ｊリーグ専務理事が引き続き同職に、大河正明Ｊリーグ理事および中西大介Ｊリーグ理事が常務理事に選任され、共に同日、就任
した。理事、監事、特任理事の陣容も決まり、２０１４シーズンからの執行体制が整った。一方、2月22日には「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ 
ＣＵＰ ２０１４」が開催され、国内のサッカーシーズンが幕を開けた。（2～3ページに関連記事）

新チェアマンに村井 満が就任
専務理事、常務理事以下、２０１４シーズンの執行体制が整う。国内のサッカーシーズンも幕開け

Ｊリーグのかじ取りを任されることになった村井 新チェアマン。新たな執行体制も整い、２０１４シーズンに船出した
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後列左から、原田宗彦理事、上西康文理事、村松邦子理事、小宮山 悟理事、有森裕子理事、吉田修己監事、味村隆司監事、山本 浩特任理事、宮本恒靖特任理事。前列左から、亀井文雄理事、
井畑 滋理事、福島義広理事、岡野雅夫理事、大河正明常務理事、村井 満チェアマン、中野幸夫専務理事、中西大介常務理事、原 博実理事、上川 徹理事、木村正明理事（2014年1月31日撮
影 ※武田信平理事は撮影時欠席）

　村井 満 新チェアマンは臨時理事会後の記者
会見で「Ｊリーグ自体の活性化をもっともっと
進めていきたい」と方針を述べた。具体的には
「ピッチ上のクオリティーをもっと高め、フェアで
魅力的なサッカーを盛り上げていく」と語り、
観戦環境の改善、選手・コーチの育成、スポーツ
マネジメントの人材育成、ファン・サポーター、
パートナーをはじめとするステークホルダー、
メディアなどとのコミュニケーションも、今後に
取り組むテーマに挙げた。
　理事会の顔触れについては「複合的に（業務
の）難易度が増す中で、それを克服していくため
には、理事会メンバーにプロフェッショナルを
集めていくことが重要なテーマ」と村井チェア
マン。「サッカーに限らない総合スポーツ文化を
広げていくことがＪリーグの理念であり、そうした
見識の深いメンバーも迎えた」と述べた。

　また、Ｊリーグ内の組織変更についても言
及。「若いスタッフが自発的に意思決定をできる
ように、大幅な権限移譲を伴って三本部制を
取った」ことを明らかにした。そして「スピード感に
あふれた新たなＪリーグを発足したい」と語った。
　新任の理事、特任理事のうち、女子マラソン
で活躍した有森裕子理事は「日本にとってこれ
からスポーツがいかに大事になっていくかという
ことを広めていけたら」と抱負。ガンバ大阪、

ヴィッセル神戸でプレーした宮本恒靖特任理事
は「Ｊリーグによって成長させてもらい、それを
還元する立場」と自らの役割を話した。
　なお、大東和美 前チェアマンは株式会社
Ｊリーグメディアプロモーション取締役会長に
就任するとともに、Ｊリーグの名誉会員に選任。
「良き仲間、部下と楽しく、誠実に仕事ができた
ことを感謝したい」との退任のあいさつで任期
を締めくくった。

「スピード感にあふれた新たなＪリーグを」
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※印 新任　　　 役職別に五十音順 　　　　　　年齢は2014年4月1日現在

・ 任期は2014年1月31日から2014年3月12日および2014年3月12日以降2年間
 （定款第25条〔役員の任期〕：選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで）
・ 役員は、就任する年の4月1日現在で、満65歳未満でなければならない。
 ただし、理事会が指定したチェアマンの候補者については、就任する年の4月1日現在で、満70歳未満とすることができる
（理事会規程第4条〔役員の任期等〕：2014年1月1日改定）
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2014年 1月 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
チェアマン（理事長）就任

村井 満（むらい みつる）プロフィール

理事・監事・特任理事

村井 満 新チェアマン

アグレッシブな戦いで快勝し、見事に今シーズンの初タイトルを獲得した広島
広島の先制点のシーン。石原（9番）が右サイドをドリブルで突破し、その
折り返しを野津田（左から2人目）が押し込んだ

横浜ＦＭの中村は厳しいマークを受けた キックオフ前の「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ グルメパーク」では、多くのファン・サポーターが各地の味に舌鼓

青山（左）、中村の両キャプテンによる復興支援宣言 クラブマスコットがＪリーグチケットキャンペーン当選者と記念撮影
ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨは両チ
ームが最後まで勝利を目指して戦い抜いた

　前シーズンのＪリーグチャンピオンと天皇杯
全日本サッカー選手権大会の優勝チームが、
Ｊリーグ開幕の1週間前に対決し、シーズンの
幕開けを告げる大会。7月から改修が始まる
現在の国立競技場での最後となる今大会を、
4万1273人の入場者が見守った。入場者が
4万人を超えたのは、ことしで21回目となる大会
で3度目。1995年以来、19年ぶりとなった。
　試合は立ち上がりから、「アグレッシブに行こ
う」と森保 一監督に送り出されたサンフレッチェ

広島の積極性が目立った。そして、早くも6分に
は19歳のMF野津田岳人が先制点をマーク。
さらに後半に入って66分、同じく19歳のFW
浅野拓磨が、野津田のパスから追加点を蹴り
込み、リードを2点に広げた。
　リーグ戦で2連覇を飾った昨年に続き、「幸
先のいいスタートが切れた」と森保監督。元日
の天皇杯決勝では結果を残せなかった野津
田、浅野については、「素晴らしいプレーを見せ
てくれた。悔しさをばねに成長した」とたたえた。
　一方、4度目の出場となった横浜ＦＭは、初
優勝とはならなかった。昨シーズンのＪリーグ最
優秀選手賞を受賞したMF中村俊輔も厳しい
マークにあうなど、樋口靖洋監督は「特に球際
（の攻防）は相手が上回った」と、勝利への強
い意欲を見せた広島のプレーを振り返った。
　この決戦前に行われた「ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲ

ＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ」（前後半各35分）では、
日本高校サッカー選抜（第92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編成）
がＵ－１８Ｊリーグ選抜に1－0で勝利した。

02サンフレッチェ広島
2014年2月22日 13:36キックオフ  国立競技場

【得点経過】 6分 1－0 （広）野津田 岳人
　　　　　66分 2－0 （広）浅野 拓磨
【入場者数】 4万1273人
【主審】 佐藤 隆治  【副審】 大塚 晴弘／越智 新次
【第4の審判員】 木村 博之

横浜Ｆ・マリノス

「今日は、チェアマンとしてのデビュー戦となりましたが、大変幸
先の良いスタートを切れたと感じています。4万1273人という
大変多くのお客さまにご来場いただき、心から感謝申し上げま
す。私もキックオフと同時に試合に集中し、自然に声を上げて
応援していました。優勝したサンフレッチェ広島は、若い19歳
コンビの活躍が大変強烈な印象でした。これからがとても楽し
みです。横浜Ｆ・マリノスは、レフティーコンビの新しい形を見
たいと思っていましたが、もう少し連係が必要であるように感じ
ました。昨日開催された監督会議、キックオフカンファレンス
で、各クラブ、監督、選手に（1）笛が鳴るまで全力でプレーす
る、簡単に倒れない、すぐに起き上がる、レフェリーにクレーム
を言わない （2）リスタートを遅らせない （3）見苦しい時間稼ぎ
のような選手交代をしない、という三つのお願いをしましたが、
今日の試合ではそのような姿はなく、はつらつとしたプレーを
見ることができました」（抜粋）

村井 満Jリーグチェアマンコメント

 Ｊリーグのシーズン最初の公式試合、そして最初のタイトルを懸けた大会でもある「ＦＵＪI ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ 
２０１４」が2月22日、国立競技場で開催され、２０１３Ｊリーグチャンピオンのサンフレッチェ広島が第93回天皇杯全日本
サッカー選手権大会優勝の横浜Ｆ・マリノスを2－0で下し、2年連続3度目の優勝を飾った。広島には3000万円、準優勝の
横浜ＦＭには2000万円が、それぞれ賞金として授与された。

若手活躍のサンフレッチェ広島が幸先いいスタート
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 1959年 8月 2日

 1955年 6月 25日

 1958年 5月 31日

 1965年 8月 14日

 1966年 12月 17日

 1952年 3月 4日

 1955年 9月 20日

 1953年 4月 19日

 1963年 6月 8日

 1954年 3月 19日

 1968年 9月 17日

 1965年 9月 15日

 1949年 12月 11日

 1958年 10月 19日

 1954年 3月 18日

 1950年 10月 17日

 1958年 9月 1日

 1958年 11月 10日

 1950年 11月 4日

 1977年 2月 7日

 1953年 4月 12日

理事・監事 氏　　名 所　　属 生年月日年齢

※印 新任　　　 役職別に五十音順 　　　　　　年齢は2014年4月1日現在

・ 任期は2014年1月31日から2014年3月12日および2014年3月12日以降2年間
 （定款第25条〔役員の任期〕：選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで）
・ 役員は、就任する年の4月1日現在で、満65歳未満でなければならない。
 ただし、理事会が指定したチェアマンの候補者については、就任する年の4月1日現在で、満70歳未満とすることができる
（理事会規程第4条〔役員の任期等〕：2014年1月1日改定）

1959（昭和34）年8月2日生まれ
埼玉県川越市出身

1983年 3月 早稲田大学法学部
卒業

1983年 4月 株式会社日本リク
ルートセンター入社
（現 株式会社リク
ルートホールディン
グス）

2000年 4月 同社 執行役員（人事担当）

2004年 3月 株式会社リクルートエイブリック 代表取締
役社長（後に株式会社リクルートエージェ
ントに社名変更、現 株式会社リクルート
キャリア）

2008年 7月 社団法人 日本プロサッカーリーグ理事
（非常勤）

2011年 3月 株式会社リクルートエージェント 代表取締
役社長退任

2011年 4月 RGF Hong Kong Limited取締役社長

2013年 4月 同社会長

2013年 12月 同社会長退任

2014年 1月 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
チェアマン（理事長）就任

村井 満（むらい みつる）プロフィール

理事・監事・特任理事

村井 満 新チェアマン

アグレッシブな戦いで快勝し、見事に今シーズンの初タイトルを獲得した広島
広島の先制点のシーン。石原（9番）が右サイドをドリブルで突破し、その
折り返しを野津田（左から2人目）が押し込んだ

横浜ＦＭの中村は厳しいマークを受けた キックオフ前の「ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ グルメパーク」では、多くのファン・サポーターが各地の味に舌鼓

青山（左）、中村の両キャプテンによる復興支援宣言 クラブマスコットがＪリーグチケットキャンペーン当選者と記念撮影
ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨは両チ
ームが最後まで勝利を目指して戦い抜いた

　前シーズンのＪリーグチャンピオンと天皇杯
全日本サッカー選手権大会の優勝チームが、
Ｊリーグ開幕の1週間前に対決し、シーズンの
幕開けを告げる大会。7月から改修が始まる
現在の国立競技場での最後となる今大会を、
4万1273人の入場者が見守った。入場者が
4万人を超えたのは、ことしで21回目となる大会
で3度目。1995年以来、19年ぶりとなった。
　試合は立ち上がりから、「アグレッシブに行こ
う」と森保 一監督に送り出されたサンフレッチェ

広島の積極性が目立った。そして、早くも6分に
は19歳のMF野津田岳人が先制点をマーク。
さらに後半に入って66分、同じく19歳のFW
浅野拓磨が、野津田のパスから追加点を蹴り
込み、リードを2点に広げた。
　リーグ戦で2連覇を飾った昨年に続き、「幸
先のいいスタートが切れた」と森保監督。元日
の天皇杯決勝では結果を残せなかった野津
田、浅野については、「素晴らしいプレーを見せ
てくれた。悔しさをばねに成長した」とたたえた。
　一方、4度目の出場となった横浜ＦＭは、初
優勝とはならなかった。昨シーズンのＪリーグ最
優秀選手賞を受賞したMF中村俊輔も厳しい
マークにあうなど、樋口靖洋監督は「特に球際
（の攻防）は相手が上回った」と、勝利への強
い意欲を見せた広島のプレーを振り返った。
　この決戦前に行われた「ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲ

ＡＴＩＯＮ ＭＡＴＣＨ」（前後半各35分）では、
日本高校サッカー選抜（第92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編成）
がＵ－１８Ｊリーグ選抜に1－0で勝利した。

02サンフレッチェ広島
2014年2月22日 13:36キックオフ  国立競技場

【得点経過】 6分 1－0 （広）野津田 岳人
　　　　　66分 2－0 （広）浅野 拓磨
【入場者数】 4万1273人
【主審】 佐藤 隆治  【副審】 大塚 晴弘／越智 新次
【第4の審判員】 木村 博之

横浜Ｆ・マリノス

「今日は、チェアマンとしてのデビュー戦となりましたが、大変幸
先の良いスタートを切れたと感じています。4万1273人という
大変多くのお客さまにご来場いただき、心から感謝申し上げま
す。私もキックオフと同時に試合に集中し、自然に声を上げて
応援していました。優勝したサンフレッチェ広島は、若い19歳
コンビの活躍が大変強烈な印象でした。これからがとても楽し
みです。横浜Ｆ・マリノスは、レフティーコンビの新しい形を見
たいと思っていましたが、もう少し連係が必要であるように感じ
ました。昨日開催された監督会議、キックオフカンファレンス
で、各クラブ、監督、選手に（1）笛が鳴るまで全力でプレーす
る、簡単に倒れない、すぐに起き上がる、レフェリーにクレーム
を言わない （2）リスタートを遅らせない （3）見苦しい時間稼ぎ
のような選手交代をしない、という三つのお願いをしましたが、
今日の試合ではそのような姿はなく、はつらつとしたプレーを
見ることができました」（抜粋）

村井 満Jリーグチェアマンコメント

 Ｊリーグのシーズン最初の公式試合、そして最初のタイトルを懸けた大会でもある「ＦＵＪI ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ 
２０１４」が2月22日、国立競技場で開催され、２０１３Ｊリーグチャンピオンのサンフレッチェ広島が第93回天皇杯全日本
サッカー選手権大会優勝の横浜Ｆ・マリノスを2－0で下し、2年連続3度目の優勝を飾った。広島には3000万円、準優勝の
横浜ＦＭには2000万円が、それぞれ賞金として授与された。

若手活躍のサンフレッチェ広島が幸先いいスタート


