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新型コロナウイルスは2021年も猛威を振るいました。日常生活が大きく変貌する中で、スポーツやアート、
その原点である“遊び”の意義・意味を改めて感じ、考えています。
広報誌『游ASOBI』の第 5号をお届けします。2021年を節目の年ととらえ、この年にあったできごと
や取り組みを紹介しています。
2021年は、日本サッカー協会（JFA）創設から100年となる節目の年でした。日本のスポーツ界をリー
ドする競技団体のあゆみを知ることで、現状と課題、今後の方向性や可能性が見えてきます。日本のサッカー
が学校を中心に展開してきたのは確かですが、地域クラブを育てる動きも間違いなくありました。97歳を
迎えた賀川浩さんの証言は貴重です。10代のころに戦争で大会が中止になった経験は、コロナ禍でスポー
ツの機会が奪われる現状とも重なります。“続ける”ことの重要性を改めて感じました。
その JFAが「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を示したのは2021年 4月でした。「禁
止ではなく、正しく恐れ、より適切な方法で」“続ける”姿勢でまとめられています。このことを取り上げた
シンポジウムをはじめ、スポーツにおける安全・安心に関するトピックを本誌で紹介しています。安全・安心、
言い換えると“いのち”を大切にすることが、もっとも尊重されるべきです。
その意味で、今夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催をめぐって語られてきたことは重要です。「こ
れを次にどう繋げていくか、その前に大会をどう検証するか」が問われています。本誌で紹介したオリンピッ
ク教育や国際交流事業はレガシーの一つと言えるでしょう。これらの取り組みも“続ける”ことが大切です。
TOKYO 2020が終わった2021年 9月には、日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」が始まり
ました。新たなプロスポーツの誕生というだけではありません。WEリーグチェアの岡島喜久子さんからは
「ジェンダー平等、多様性社会の実現」といった理念が語られました。興行的には多くの課題があるでしょう
が、“続ける”中で掲げられた理念が実現されることを願います。この意欲的な取り組みを、これからも見守っ
ていきたいと思います。
コロナ禍にあるとはいえ、いまこれを書いている私は、平和で、安全・安心で、“ゆたかなくらし”がイメー
ジできる東京都内にいます。しかしいまウクライナでは、人々の“いのち”が危機にさらされています。
冒頭にも書きましたが、「日常生活が大きく変貌する中で、スポーツやアート、その原点である“遊び”の
意義・意味を改めて感じ、考え」ます。考えたことを語り合い、行動する場であり続けられるよう、持続可
能なNPOのすがたをさぐっているところです。
これからもよろしくお願いします。そして、「スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”」という“志”
に賛同していただけるなら、私たちの仲間になりませんか？

節目の年　2021年の総括と展望

第5号巻頭言

2022年 3月 15日
特定非営利活動法人サロン2002

理事長　中塚義実



＜特定非営利活動法人サロン2002とは ＞

<サロン2002公開シンポジウム>
2001年度…FIFAコンフェデレーションズズカップ総括
2002年度…FIFAワールドカップ総括
2003年度…地域で育てるこれからのスポーツ環境
2004年度…ｔｏｔｏを活かそう！
2005年度…クラマーさん、ありがとう！
2006年度…2006年ドイツで感じたこと
2007年度…サッカー観戦を楽しもう！-スタジアム編
2008年度…地域からみたＪリーグ百年構想
2009年度…2019年ラグビーワールドカップを語ろう！
2010年度…育成期のサッカーを語ろう！
2011年度…高校サッカー90年史を語ろう！
2012年度…U-18フットサルを語ろう！
2013年度…スポーツクラブの法人化を語ろう！
2015年度…スポーツで“ゆたかなくらし”を！
2016年度…日本サッカーのルーツを語ろう！
2017年度…Before2002,After2020-サロン20周年記念
2018年度…部活動を語ろう！
2019年度…ラグビーワールドカップ2019を語ろう！
2020年度…「With/Afterコロナ」の時代に向けて
2021年度…①安心・安全なサッカーを目指して
 ② JFA100周年 2021年の総括と展望

特定非営利活動法人サロン2002定款

前文
日本のスポーツは、学校を中心に世界に類を見ない発展を遂げてきた。しかし、その反面、教育的意義の
みが過度に強調され、勝利至上主義や特待生問題、あるいは「体罰」問題など、閉鎖社会ゆえの諸問題や組
織疲労が起きている。
一方、社会に目を向けると、東日本大震災からの復興、ライフワークバランスの充実、社会的弱者の支援など、
取り組まねばならない課題が山積している。
本来スポーツは「遊び」であり、「楽しみ」や「気晴らし」を意味するものである。私たちは、スポーツには、
さまざまな社会問題を解決する潜在的な力があると信じている。また、社会問題と接することによってスポー
ツの持つ可能性が広がり、文化としてのスポーツが人々のくらしの中に根付くようになってほしいと願って
いる。
私たちは、2002年 FIFAワールドカップ韓国／日本大会を契機とし、サッカー・スポーツを通じた21世
紀の“ゆたかなくらしづくり”の実現を“志”として、スポーツ文化研究会「サロン2002」を設立した。年齢、
性別、国籍、職業、専門分野、生活地域などを越え、全国各地にサロン2002の“志”の輪を広げ、“志”に
賛同した人々が、その実現に向けて自発的に行動することにより、社会を変える大きなムーブメントとなる
ことを企図してきた。
スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”に貢献できるよう、“志”に賛同する仲間のネットワークを
広げ、深めていくとともに、それを基盤としてさまざまな社会問題に対応したスポーツ関連事業の主体とし
て積極的に取り組んでいけるよう、特定非営利活動法人サロン2002を新たに設立する。

2014年 5月 31日

特定非営利活動法人サロン2002は、スポーツを
通しての“ゆたかなくらしづくり”を“志”とする
NPOです。
全国各地にいる約100名のメンバーは、学校関係
者、スポーツ指導者やトレーナー、スポーツクラブの
運営に携わる方、フットサルや草サッカーの関係者、
メディア関係者、サポーターやボランティア、スポー
ツ行政に携わる方や競技団体関係者、医者や弁護士、
アーティストなど多種多様です。さまざまな角度から
スポーツに携わり、“志”の実現に向けて活動する者
で構成されるのが「サロン2002」です。
NPO法人サロン2002の主たる活動は、2021

年10月で通算300回となった月例サロンの開催
と、その内容を軸とするホームページの運営です。
2020年度から月例サロンはすべてオンラインで開催
し、今年度は「スポーツと安全」をめぐるトピックや、
TOKYO 2020、WEリーグなどを取り上げてきました。
公開シンポジウムは2001年度よりほぼ毎年行

われ、人と情報の行き交う場として定着しています。
今回は2021年の総括として企画されました。
詳細はホームページ＜http://www.salon

2002.net＞ をご覧ください。
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登壇者プロフィール

◆賀川浩（現役最年長スポーツジャーナリスト）
年、神戸市生まれ。神戸一中（現・神戸高）で全国大会優勝、神戸経済大（現・神戸

大）で東西学生蹴球対抗王座決定戦準優勝、大阪クラブで天皇杯準優勝。 年、産経新聞
入社。 年から 年間、サンケイスポーツ編集局長（大阪）。 年よりフリーランス。兵庫
サッカー友の会（ 年）、社団法人神戸フットボールクラブ（ 年）創設メンバー。
年、神戸市立中央図書館に神戸賀川サッカー文庫を開設。
ワールドカップ 回、ヨーロッパ選手権 回、南米選手権 回の取材経験を持ち、現役最
年長スポーツライターとして 年に 会長賞受賞。著作に『 歳の昔話ではない。
古今東西サッカークロニクル』（東邦出版）ほか。 年、日本サッカー殿堂入り。

◆加藤寛（日本クラブユースサッカー連盟会長／ 法人阪神ユナイテッド理事長）
年、岡山県生まれ。神戸市立葺合高校を経て大阪体育大学に進学。大学１年生の

ときに第１回 コーチング・スクールでデットマール・クラマーの助手を務める。卒業後
の 年に神戸 コーチ就任。 年にヴィッセル神戸に移籍し、ユース監督、スクールマ
スター、普及部長、ホームタウン事業部担当部長、トップチーム監督を歴任。 ～ 年
は神戸親和女子大学教授・女子サッカー部監督。現在は日本クラブユースサッカー連盟
（ ）会長、神戸市サッカー協会副会長、特定非営利活動法人阪神ユナイテッド理事長な
どを務める。

年に 公認 級コーチライセンスを取得。 ～ 年まで ナショナルト
レセンコーチ。 年より日本クラブユースサッカー連盟（ ）会長を務め、インターシ
ティ杯、 杯、女子大会の創設など、男女を問わず、ユース年代のサッカー環
境構築に尽力した。 年 月より阪神ユナイテッドレディースの活動もはじまり、阪神
地域において育成年代の女子のサッカー環境づくりに取り組む。父親は神戸 創設者の
人である加藤正信。

◆川島健司（読売新聞社 編集委員兼オリンピック・パラリンピック室）
年、東京都生まれ。筑波大学附属高校を経て早稲田大学卒業後、 年に読売

新聞東京本社入社。宇都宮支局、地方部を経て、 年から運動部でサッカー、プロ野球、
スキーなどを担当。 年から 年にはロンドン支局で欧州のスポーツ全般を取材し
た。 ワールドカップは男女合わせて計６大会取材。運動部長を経て 年３月から編
集委員、 年９月より 年９月まで東京オリンピック・パラリンピック準備室長を兼務。
年 月から現職。 の準備段階から本大会・大会後を報道の立場から

見つめるとともに、全国高体連事業の共催社の立場から、全国高校総体、全国研究大会に
携わる。国内外のさまざまなスポーツ現場を冷静に見つめるジャーナリスト。

◆中塚義実（筑波大学附属高校教諭／ 法人サロン 理事長）
年岡山県生まれ。大阪府立三島高校を経て筑波大学体育専門学群、同大学院修士

課程修了後、 年より現職。保健体育科教諭・蹴球部顧問として定点観測続行中。
科学研究委員会（当時）のサブグループであった「社・心グループ」の勉強会をルーツ

に、 年度よりサロン の活動を開始。 年度より 法人化。また
年度からは都内でユースサッカー「 リーグ」を創設。いまでは全国に広がるユース
サッカーリーグの先駆けとなった。 年代のフットサル環境整備にも力を注ぐ。日本部
活動学会理事、日本ヤタガラス協会副会長。
著書に『少年のためのサッカー入門』（長岡書店）、『日本のスポーツ界は暴力を克服でき
るか』（かもがわ書店）、『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）など。



JFA100 周年とこれからのサッカー環境 Ⅰ

JFA100 周年と
これからのサッカー環境

2021 年 9 月 10 日、（公財）日本サッカー協会（JFA）は創立
100 周年を迎え、舞浜アンフィシアターで JFA100 周年セレブレー
ションを行った。コロナ禍で規模を縮小しての開催となったが、JFA
名誉総裁である高円宮妃久子殿下にもご臨席を仰ぎ、「100 周年の
記念日は、新たな 100 年に向かう出発点。未来を見据えた取り組み
に高い志をもってまい進していただくことを切に願い、協会のますま
すの発展を心より祈念いたします」と、祝福と今後の発展を祈念する
おことばをいただいた（JFA オフィシャルサイトより一部引用）

日本サッカーの統括組織は、日本のスポーツ界のリーダーとして、
世界とつながり、これからの時代を切り開いていくパイオニアであり
続けることが期待されている。

記念すべき 100 周年の節目にあたり、日本サッカーのあゆみを振
り返っておきたい。そのはじまりは、JFA 創設のさらに半世紀前にさ
かのぼる。

注） 本報告は 2021 年 12 月 11 日（土）に開かれた「JFA100 周年記念
事業　特定非営利活動法人サロン 2002 公開シンポジウム 2021－②　
JFA100 周年　2021 年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、
そしてコロナ後へ」の内容のうち、日本サッカー史に関係する部分を掲
載するものである。同シンポジウムの概要については p.3 を、発表者プ
ロフィールは p.4 をご参照いただきたい。
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日本サッカーのあゆみ①
－JFA100周年にあたって

中塚 義実　賀川 浩　

近代スポーツの伝来

中 塚：これは有名な絵画ですよね。1874 年にロンド
ンで紹介された日本の様子で、富士山が描かれてい
ます。YFC、横浜フットボールクラブの旗がありま
す。どうやら外人さんがボールの奪い合いをしてい
るところのようですが、当時の日本人からすると、
「この人たちは一体何をしてるのだろう」というこ
とかもしれません。サッカーもラグビーも、ルール
が成立してまだ間もない頃、日本にやってきた人た
ちがフットボールをプレーし、その周りで当時の人
たちが見守っているところが描かれています。
日本におけるスポーツの伝来は、一つは外国人居

留地にクラブが生まれたことにあります。とくに横
浜や神戸といった港町にはしっかりしたクラブがで
き、今に続いてます。そして周りでみている人たち
は徐々に外人さんがやってるスポーツに触れてい
く。そういう流れが一つあるわけです。
そしてもう一つ、軍人や教師によって近代スポー

ツが紹介されます。いまの東京大学に来た英語の先
生、ホーレス・ウィルソンがベースボールを紹介し
ます。サッカーは 1873年、築地にあった海軍兵学
寮のダグラス少佐とその部下がサッカーをやったと
いうのが日本における最初の記録とされています。
ただここからは広がっていきません。サッカーは

学校を通して広がっていきます。学校教育に体操が
導入されます。いまの体育ですね。導入されるには
先生を育てないといけません。そのため体操伝習所
ができ、そこで様々な遊戯が紹介されるわけです。
坪井玄道によって初めて日本にフットボール、

サッカーが書籍の中で紹介されます。体操伝習所は
東京高等師範学校体育専修科に改組され、その学校
に、おなじみ嘉納治五郎校長が着任します。柔道の
創始者、日本で最初のオリンピック IOC委員、日
本のスポーツの統括団体を組織し多くの留学生を受
け入れた嘉納は、東京高等師範学校、いまの筑波大

http://www.zoomjapan.info/2018/11/22/no-66-focus-
japan-home-of-rugby/

写真提供：中村統太郎／日本サッカーミュージアム
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学の校長を長らく務め、スポーツの教育的意義を重
視しました。

学校経由でサッカーが普及
－東京高等師範学校蹴球部の功績

中 塚：この学校で、部活動としてフットボール部が
19世紀の終わりぐらいにでき、初代主将・中村覚
之助が中心となって初のサッカー専門書をまとめま
す。これが 20世紀に入ってすぐのことです。
日本人がはじめてサッカーの試合に臨んだのは、

東京高等師範学校が YC&AC（横濱外人倶楽部）に
挑戦した試合で、日露戦争開戦直前の 1904年 2月
6日。後列右から 2番目の制服を着ている方が、中
村覚之助です。3月の卒業でしたが、後輩のために
この試合を企画し卒業していきます。

写真提供：中村統太郎／日本サッカーミュージアム

この学校の卒業生は、全国各地の師範学校や旧制
中学校に赴任します。覚之助は中国の学校に着任し
ますが、若くして亡くなってしまいます。卒業生の
進路をみると、愛知県、埼玉県、広島県、全国各地
に赴任します。内野台嶺は豊島師範から東京高師に
戻り、長らく蹴球部長を務めました。滋賀師範、御
影師範、広島一中の名前も見えます。「いだてん」
でおなじみの金栗四三の年代の方もいます。河本春
夫は神戸一中…。この学校の卒業生が全国に赴任し、
学校を通してサッカーが普及していったのが日本の
サッカーの特徴です。あとで出てくる賀川さんや加
藤さんの話とも関係しますが、神戸 FCの存在は、
このような、学校を中心とする流れとは異なり、学
校ではないところでのサッカーの場づくりに一石を
投じたということになります。まずは学校を通して
サッカーが普及していったのが、日本の特徴だと言
えるでしょう。

JFA創設－ 1921年 9月 10日

中 塚：覚之助の後輩たちは日本にサッカーを広めるだ
けでなく、世界に立ち向かっていきます。1917 年
の極東選手権。日本代表が初めて編成されますが、
このころサッカーをちゃんとやっていたのは東京高
師しかいないから、初の代表は東京高師のメンバー
となるわけです。

写真提供：竹内至著『日本蹴球外史』、1991年 3月

中国とフィリピンと試合をしますが、いずれもボ
ロ負け。この結果をみて、このままじゃいかんとい
うことで、首都圏、東海、関西で、いまで言うユー
ス大会が開催されます。それを知ったイングランド
の FAから、当時大日本体育協会長であった東京高
師の嘉納校長のもとに銀杯が届き、この FAカップ
を争奪する大会を行うための組織作りが始まり、嘉
納の命を受けた東京高師蹴球部長の内野台嶺が中心
となって大日本蹴球協会が設立されます。それが
1921年 9月 10日。今年はそこから数えて 100周
年というわけです。
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写真提供：日本サッカーミュージアム

日本にフットボールが来てから JFAができるまで
を、駆け足で申し上げました。もう少し進みます。
技術的にすごく影響を受けたのは、チョウディン

さん。ビルマ、いまのミャンマーからの留学生です
ね。この人が全国を行脚することによって、本物の
インサイドキック、本物の壁パス、こういうのを学
びます。そして、そこで学んだ早稲田高等学院が第
1回旧制高校のインターハイで優勝します。1923
年 1月。この年の 9月に関東大震災、そしてその翌
年 12月 29 日に、賀川浩さんがお生まれになると
いうころです。このあたりから賀川さんにお聞きし
たい話になってきます。

写真提供：日本サッカーアーカイブ、日本サッカーミュージアム

1930 年（昭和 5年）前後のこと

中 塚：1930 年の極東選手権で初めて優秀選手を全国
から選考し、鈴木重義監督、竹腰重丸主将で臨み、
初優勝します。JFA のシンボルマークが決まった
のはこの翌年です。ということで、1930 年前後に
とても大きな動きがあったのだということを感じま
す。

賀川さん、お待たせしました。1930 年前後のこ
とについてお話いただければと思います。

写真提供：日本サッカーミュージアム

賀 川：僕は 1924 年生まれですから、まだ小学校に行
くかどうかのころで、1930 年のサッカーに関係し
たわけじゃないんですが、（神戸の）雲中小学校に
入って 3年か 4年の時には皆がグラウンドでボー
ル蹴ってました。昭和 5年の極東大会は、全国に影
響を及ぼしたと思うんです。国際試合というのは当
時の日本にとってはびっくりするような事件です。
最初の大会の時にはフィリピンにも勝てなかったの
が、昭和 5年の大会ではフィリピンに勝って中国と
引き分けて、シーソーゲームで 3対 3になったも
のですから、試合を直接見に行った人たちはものす
ごく感激したんですね。非常に面白かった。今でも
3対 3で点の入れ合いをするとおもしろいですね。
それがアジアのタイトルがかかった試合ということ
で、わずか 3ヶ国しか参加しなかったけども、一
応日本は中国と引き分けて、双方一位ということに
なっております。この大会を契機に、日本サッカー
の組織もしっかりしたものになって、昭和 11年の
ベルリンのオリンピックに参加して、ヨーロッパで
も強かったスウェーデンに勝って、世界中をびっく
りさせた。そのあたりから日本のサッカーが急速に
国際化していく。いまからすれば国際化と言っても
知れてますけど、えらい勢いで外国のことも知るよ
うになり、サッカーの古い話ももう一度勉強するよ
うになります。昭和 16年に、軍の関係で、あらゆ
る全国大会が、高校野球も全部なくなって、サッカー
なども明治神宮大会のサッカーの一般の部に引き継
がれて、それが戦後の全日本選手権につながってき
ます。
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中 塚：賀川さん、いま画面に
映っている表をご覧になれま
すか。全日本選手権大会の第
1回優勝は東京蹴球団。そこ
からずっと続いてきましたが
昭和 16年から戦争のため中
止となります。右端の、日本
フートボール大会からいまの
高校選手権に繋がる大会も、
1941（昭和 16）年から中
止です。戦前のこの時期、賀
川さんは神戸一中でサッカー
をやっておられたと思います
が、戦争による中止を体験な
さったということですか。

賀 川：そうですね。なんで大
会がなくなるんだということ
で、非常にみながっかりした
り憤慨したりしたことを覚え
てますね。もうそのころは、
神戸でも旧制中学はそんなに
たくさんないんですけど、そ
の旧制中学のグランドで、サッ
カーをするということは日常
のことになっていましたね。

中 塚：戦争の時期の話になりま
したが、もう 1 回 1930 年
のメンバー編成に戻りたいと
思います。それまでは、どこ
かのチームを中心にして、補
強選手を加えて日本代表を編成したと聞いています
が、この大会は、はじめて選抜チームを作って臨ん
だんですよね。

賀 川：昭和の初めのうちは、東京高等師範がサッカー
の本家みたいなもんですから、高等師範の系統の中
学校が強くて、そういうところから代表チームを海
外に送ったり、日本でやる国際試合にも代表が選ば
れたりしました。しかし徐々に全国に広まって、特
に広島ですね。第一次世界大戦があって、俘虜収容
所が広島にでき、そこに何千人というドイツ人の
俘虜が入りました。そのころドイツもサッカーが盛
んですから、俘虜のサッカーのチームが非常に強く

て、そこへ習いに行くというようなことでした。東
京高等師範のOBの方が、広島から俘虜収容所のあ
る似島までサッカーを習いに行った。どういうわけ
か、日本陸軍の俘虜収容所が、習いに行く日本の学
生のために船を出してくれて、広島のサッカーが盛
んになって実力も上がっていく。関西では新聞社の
主催で関西のチームが集まって大会をやったんです
けど、関西のチームにとっても広島のチームは、強
いチームの象徴みたいなものでしたね。

中 塚：1930 年のメンバーを見ると、出身大学は、ほ
とんど東京帝国大学。つまり東大が一番強かった時
期ですよね。

回 年　度 優　勝 準優勝

1 1917 御影師 明星商

2 1918 御影師 明星商

3 1919 御影師 姫路師

回 優　勝 準優勝 4 1920 御影師 姫路師

1 大10 1921 東京蹴球団 御影蹴球団 5 1921 御影師 神戸一中

2 大11 1922 名古屋蹴球団 広島高師 6 1922 御影師 姫路師

3 大12 1923 アストラ・クラブ 名古屋蹴球団 回 優　勝 7 1923 御影師 京都師

4 大13 1924 鯉城クラブ 全御影師範クラブ 1 早稲田大 8 1924 神戸一中 御影師

5 大14 1925 鯉城蹴球団 東京帝大 2 東京高師 9 1925 御影師 広島一中

6 大15/昭元 1926 3 東京帝大 － 1926

7 昭2 1927 神戸一中クラブ 鯉城クラブ 4 東京帝大 10 1927 崇実 広島一中

8 昭3 1928 早大WMW 京都帝大 5 東京帝大 11 1928 御影師 平壌高

9 昭4 1929 関学クラブ 法政大学 6 東京帝大 12 1929 神戸一中 広島師

10 昭5 1930 関学クラブ 慶応BRB 7 東京帝大 13 1930 御影師 広島一中

11 昭6 1931 東京帝大LB 興文中学 8 東京帝大 14 1931 御影師 愛知一師

12 昭7 1932 慶応クラブ 芳野クラブ 9 慶應義塾 15 1932 神戸一中 青山師

13 昭8 1933 東京OBクラブ 仙台サッカークラブ 10 早稲田大 16 1933 岐阜師 明星商

14 昭9 1934 11 早稲田大・慶應義塾 － 1934

15 昭10 1935 全京城蹴球団 東京文理大 12 早稲田大 17 1935 神戸一中 天王寺師

16 昭11 1936 慶応BRB 普成専門 13 早稲田大 18 1936 広島一中 韮崎中

17 昭12 1937 慶応大学 神戸商大 14 慶應義塾 19 1937 埼玉師 神戸一中

18 昭13 1938 早稲田大学 慶応大学 15 慶應義塾 20 1938 神戸一中 滋賀師

19 昭14 1939 慶応BRB 早稲田大学 16 慶應義塾 21 1939 広島一中 聖峰中

20 昭15 1940 慶応BRB 早大WMW 17 慶應義塾 22 1940 普成中 神戸三中

21 昭16 1941 18 早稲田大・東京帝大 23 1941

22 昭17 1942 19 東京帝大 24 1942

23 昭18 1943 幻大会 （東京帝大） － 1943

24 昭19 1944 － 中　止 － 1944

25 昭20 1945 － 中　止 － 1945

((天天皇皇杯杯))全全日日本本選選手手権権大大会会

※大正天皇崩御のため中止

※極東選手権準備のため中止

※戦争のため諸行事中止

※戦争のため諸行事中止

※戦争のため諸行事中止

年　度

※戦争のため諸行事中止

※戦争のため中止

※戦争のため諸行事中止

関関東東大大学学リリーーググ

全全国国高高校校選選手手権権大大会会

中　止

中　止

中　止

中　止

※戦争のため中止

中　止

ﾌﾌｨｨﾘﾘﾋﾋﾟ゚ﾝﾝ 中中華華民民国国

監督 鈴木 重義 1902(明治35)年10月26日 東京高師附属中 早稲田高等学院 早稲田大 - -

FW 春山 泰雄 1906(明治39)年4月4日 東京高師附属中 水戸高校 東京帝国大 ○ ○

若林 竹雄 1907(明治40)年8月29日 神戸一中 松山高校 東京帝国大 ▽ ▽

手島 志郎 1907(明治40)年2月26日 広島高師附属中 広島高校 東京帝国大 ○ ○

篠島 秀雄 1910(明治43)年1月21日 東京高校尋常科 東京高校 東京帝国大 ○ ○

高山 忠雄 1904(明治37)年6月24日 神戸一中 第八高校 東京帝国大 ○ ○

市橋 時三 1909(明治42)年6月9日 神戸一中 慶応大予科 慶応義塾大 △ △

HB 本田 長康 東京高師附属中 早稲田高等学院 早稲田大 ▽ ○

竹腰 重丸 1906(明治39)年2月15日 大連一中 山口高校 東京帝国大 ○ ○

野沢 正雄 広島高師附属中 広島高校 東京帝国大 ○ ○

FB 竹内 悌三 1908(明治42)年11月6日 東京府立五中 浦和高校 東京帝国大 ○ ○

井出 多米夫 1908(明治42)年11月27日 静岡中 早稲田高等学院 早稲田大 △

後藤 靭雄 関西学院中 関西学院大 ○ ○

GK 斉藤 才三 1908(明治42)年9月24日 桃山中 関西学院大 ○ ○

sub

HB 西村　清 神戸一中 松山高校 京都帝国大

大町　篤 東京帝国大

FB 杉村 正二郎 1907(明治40)年8月16日 天王寺中 早稲田高等学院 早稲田大

近藤 台五郎 東京高師附属中 水戸高校 東京帝国大

岸山 義夫 第八高校 東京帝国大

GK 阿部 鵬二 1909(明治42)年1月27日 浦和高校 東京帝国大

注）試合出場欄は、○フル出場、▽途中退場(交代)、△途中出場

試試合合出出場場
ﾎﾎﾟ゚ｼｼﾞ゙ｼｼｮｮﾝﾝ 氏氏　名名 生生年年月月日日 出出身身中中学学 出出身身高高校校 出出身身大大学学

第 9回極東選手権優勝メンバー
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賀 川：当時は旧制中学でスポーツをやった連中が、
旧制の高等学校、いまの学校制度にはありませ
んが、そこへ入りまして、これが帝大系の大学
に入るために 3年間、いわば大学の予科みたい
な感じであったわけです。そこでどちらかとい
うと大学よりは時間的な余裕があるものですか
ら、旧制高等学校のサッカー、いまのインター
ハイとは違いますが旧制インターハイ、これが
盛んになりまして、それがのちに優秀な選手が
東大に上がるもんですから、昭和 5年あたりは
東大が強くて、関東大学リーグでも東大が優勝
する時代がしばらく続きます。

中 塚：先ほどスライドにも出てきましたが、この旧制
高校のインターハイの第 1回優勝が早稲田高等学
院で、チョウ・ディンの指導を受けた人たちだとい
うことですね。出身中学を見てみると、東京高師附
属中、私が勤務している学校です。それから神戸一
中、広島高師附属中の名前が見えます。いま言われ
たように、関西や広島の中学校の出身者が大勢いま
す。はじめに賀川さんは雲中小学校の話をされまし
たが、例えば神戸一中に入る前に、少年の頃からサッ
カーをする環境ができているところがあったという
ことですか。

賀 川：戦前は師範学校にサッカーが入って、師範学校
でサッカーをやる生徒たちを見習って、当時どこの
県にもあった師範学校の附属小学校はサッカーが強
かったわけですね。私が育った雲中小学校は師範
学校の附属でも何でもないんですけど、師範学校で
サッカーを覚えた先生が、自分たちでサッカーをや
り、子どもたちにもサッカーを覚えさせたというこ
とから、西日本ではそういう経路でサッカーが盛ん
になっていきましたね。

中 塚：ありがとうございます。こうして振り返ってい
くと、戦前は本当に学校しかスポーツ、サッカーを
やる場所はなかったのですね。そして、少なくとも
サッカーにおいては、旧制中学校、旧制高校、大学
の中で、ごく一部のエリートの人たちではあります
が、学校の中で育つ環境ができ上がっていたと言っ
て間違いないということですね。

賀 川：そうです。やっぱり学校スポーツとして盛んに
なりましたね。

JFAのシンボルマークをめぐって

中 塚：ちょっとこの話にも触れておきたいと思います。
三本足のカラス、JFAのシンボルマークです。書き
物として残っている資料は、機関誌『蹴球』第 2号
（1933 年 2月発行）に掲載された、「協會旗を日名
子氏案に定む」というものしか見当たりません。そ
の当時、内野台嶺さんを中心にこの図案が定められ、
当時のスポーツ芸術の第一人者でもあった日名子実
三がデザインしたとされています。賀川さん、この
シンボルマークができた当時の思い出などがありま
したらお願いします。

賀 川：関西にいた者にとっては、協会がこういうもの
を作ったというのをね、けったいなマークやな、お
もしろいマークやなと。色が黄色と黒ではっきりし
ましたので、見やすくて、頭に入りやすかったと思
いますね。三本足というところがおもしろくてね、
誰か偉い人が、二本より三本の方がうまくできるや
ろうと考えたのだろうと（笑）、話題になってたん
ですよ。

中 塚：八咫烏という認識はおありでしたか。

賀 川：それはもちろん。神武天皇の東征の時に、熊野
に上がって、そこから山の東側に出て、山を越えて
奈良に入っていくわけですね。そこがサッカーの歴
史として面白いところだなと。とにかく西の方から
船に乗ってやってきて、ぐるりと紀州を回って、上
へあがって奈良、大阪へ入ったと。三本足のカラス
もそういう歴史を背景にしていると思いますね。

写真・資料提供：日本サッカーミュージアム
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中 塚：去年、コロナが始まる前ですが、この三本足の
カラスのシンボルマークを取り上げた芸術関係の人
たちとのシンポジウムがありました。そこで、筑波
大学名誉教授の成田十次郎先生、スポーツ史の大
先生ですが、面白いエピソードを紹介してくださ
いました。デザインされた日名子実三
はヨーロッパへ留学していますが、彼
はワーテルローの古戦場に立つライオ
ンの丘の像を見たのではないかと。ラ
イオンが押さえているは大砲の弾です
が、それを右足で押さえ、首をちょっ
とこちらへ向けている。JFAの図案と
似ています。もしかすると日名子の発
想の中にこういうのが関係しているの
ではないかと言われたのですが、賀川
さんはどのようにお考えですか。

賀 川：その頃ヨーロッパでこういうのを
見た人があるのか、こういう写真を見
たことがあるのか、第一このライオン
がボールを抑えている像がいつごろできたのか。そ
ういうことをきちんと調べていくと面白いと思いま
すね。

中 塚：ワーテルローの戦いは 1815 年で、その数年後
にはこの像ができていたようです。日名子実三が留
学していたころにはこれは建っていたようです。

賀 川：なるほどね。四本足のライオンが右の前足で押
さえてますけど、こちらのカラスの方は二本しかな
いはずの足を一本増やして三本で押さえているの

は、誰が考えたか知りませんけど傑作ですよね。

ベルリン五輪と戦中・戦後

中 塚：先ほども賀川さんが触れてくださいましたが、
日本はその後、ベルリンオリンピックに初出場しま
す。朝鮮半島からもキム・ヨンシクが入り、そして、
主に早稲田の人たちが中心になってメンバー編成さ
れ、優勝候補スウェーデンに勝利。しかしその後、
戦争の時代に突入します。
先ほども見ましたが、戦争のために諸行事中止。

そして敗戦。この大変な状況の中、昭和 21年 5月
5日、全日本選手権が東大御殿下グラウンドで行わ
れています。東大 LB と神戸経済大学クラブのメン
バーに、賀川弟・賀川兄の名前があり、左ページに

は、賀川浩さんの「私の天皇杯」という文章
も載っています。
この試合前後のことや、あるいは賀川さん

は飛行機に乗っておられたとお聞きしていま
す。そのあたりの戦時中の体験も含め、賀川
さんと戦争とサッカーについてお話しいただ
けないでしょうか。

写真提供：日本サッカーミュージアム

https://www.pinterest.jp/pin/547680004654826474/
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JFA 発行、『天皇杯 65年史』、昭和 62年 5月発行

賀 川：私たちが戦争で一番大きな影響を受けたのは、
ボールが配給制になって、年に 10個ぐらいしか来
なくなったんですね。神戸一中は 40 人の部員で、
毎日 6個か 8個ぐらいのボールを出して、練習させ
ましたから。それが、ボールがだんだんなくなると
いうことは、やっぱり困りましたね、ボールをちゃ
んと扱えることで、自分らより体の大きい連中に
勝てるというサッカーをやってきたのが、ボールを
ちゃんと扱うための時間、ボールの数が減ってくる
というのはものすごく大きな問題でしたね。ですか
ら僕の仕事は、家へ帰ってからボールを自分で直す
ことばかりでした。今朝も、昔のことを考えていた
ら、私が大学の予科 1年の時に何をしたかなという
と、ボールの修繕以外にしたことがない。自分が蹴
るボールを自分たちで繕っていかなあかんというと
ころが始まりですね。いまから考えるとちょっとば
かげたような話ですけど、それをしなければボール
を蹴れなかったわけですから。

中 塚：サッカー活動は、大会はなかったけど、皆さんボー
ルを何とか蹴り続けようとされていたんですね。

賀 川：そうですね。戦争直後もそれを続けましたね。
戦争中は、毎日新聞社主催の全国大会がその頃、夏
にあったんですが、夏の大会がいろんな事情でいよ
いよなくなる。昭和 16年には中止になったんです
けど、ありがたいことに明治神宮大会だけはあった
ので、そこに僕らも出場することができて東京へ行
きました。当時日本の国の一つであった朝鮮地方の
普成中学、いまでも韓国にありますけど、そこと試
合をして 2対 2の引き分けで神宮大会が終わったの

が昭和16年のことでしたね。その神宮大会が終わっ
て 1か月ほどして戦争が始まったんです。

中 塚：なるほど。賀川さんご自身は、戦争の終わりの
頃に徴兵されたとお聞きしましたが。

賀 川：昭和 19年の 6月 1日に宇都宮の陸軍の飛行学
校へ入りまして、飛行機に乗って、戦争の終わりの
時、昭和 20年の 8月は、いまの北朝鮮の海州（ヘ
ジュ）という町の近所の飛行場に、特攻隊の演習を
やっていました。

中 塚：すると戦争がもう少し伸びていたら、戦地へ行っ
て、という可能性もあったわけですね。
ありがとうございます。この辺りまでで加藤さん、

川島さんから感想なりコメントをいただければとい
ます。加藤さんどうですか。

加 藤：賀川さんありがとうございます。私も若いとき
に賀川さんから戦争中の話とかいろいろ伺ってまし
た。私の父も軍医として海外へ行っていたみたいで
す。うちの父は、慰問袋の中にボールを、日本国内
から送ってもらって、そして中国の子どもたちを集
めて一緒にサッカーをして、軍隊が移動するときに
は、そのボールを子どもたちにプレゼントをしたと
いう話を父から聞いて、「戦争の中でよくそんなこ
とするよな」と思っていました。
もう一つは、賀川さんに以前お話を伺ったのは、

賀川さんたちが一番お元気なときに、一番サッカー
をやりたいときに戦争があったという歴史です。も
ちろん国の大きな歴史の流れの中ではどうしようも
ないことだったかもしれませんが、それが戦後の神
戸 FCの創立に何か影響を与えてますかね。戦争が。

賀 川：我々は戦後帰ってきてからも、幸い生きてたも
のですから、国内へ帰って 10月中旬に京都の家に
着いたら、サッカーの仲間から「10月の何日にボー
ル蹴るからバッグ持って出て来い」と連絡がありま
して。もうやるんかいなという話で（笑）。それか
ら学校へは顔を出さなくても西宮のグランドでボー
ル蹴ってましたから。ですから戦後のサッカーの復
活というものは早かったことは早かったですね。

加 藤：すごいですね。いまの子どもたちに聞かせてや
りたいような話ですね。いまの子どもたちはボール
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がその辺にあふれてて、赤ちゃんはボールに向かっ
ていくけどいまの子どもたちはボールにすぐ触りに
行こうとしないですね。

賀 川：そうですね。ボールがあるということ、外側が
革のボールを蹴れるということが大変うれしいこと
でしたからね。

中 塚：ありがとうございます。では川島さんいかがで
すか。

川 島：賀川さん、貴重なお話をどうもありがとうござ
います。ドイツの捕虜が第一次大戦の頃に広島にい

たという話は少し聞いたことがありましたが、広島
の若い生徒たちが、似島に船で行ってサッカーを教
わったという話は初めて聞きました。だから広島が
強くなったのは、もちろんそれだけではないでしょ
うけど、やっぱり強くなるには、情報もない当時、
理由があったんだなということを感じました。師範
学校があるところには附属小学校があり、そのころ
から附属小学校が強かったっていうのも、師範学校
を出た先生方がそこで指導されたということで、強
くなるには理由があるんだな、いい指導を受けたら
やっぱり強くなるんだなというのを改めて感じた次
第です。

戦後の日本サッカーのあゆみ

中 塚：では戦後編に行きたいと思います。戦後、日本
が少しずつ世界へ復帰していく中で、1954年のワー
ルドカップ・スイス大会の予選で日本と韓国が初め
て対戦します。日本で 2試合やり、1分 1敗で韓国
が本大会出場。けどその韓国はトルコとハンガリー
にボロ負けしていく。このようなところから再ス
タートするわけです。
目の上のたんこぶじゃないですけど、日韓のライ

バル関係は続きます。メルボルンオリンピックでは

2試合とも日本でやって 1勝 1敗、最後は抽選で日
本が本大会に出場。その次のローマ大会で出場を逃
し、1964 年の東京オリンピックは地元で何とかし
なければということで、デットマール・クラマーを
招聘します。賀川さんもクラマーさんとは長く、親
しくお付き合いされていました。

戦後の天皇杯全日本選手権優勝チームをみていく
と、卒業生も含めた学校のクラブがずっと優勝して
いることがわかります。それが、1960 年の古河電
工がはじめて実業団として優勝し、次第に実業団が

写真提供：日本サッカーミュージアム
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日本のトップの担い手となっていきます。そしてメ
キシコ・オリンピック銅メダル。一時的なサッカー
ブームが訪れます。しかし 1970 年代、私が中学・
高校生の頃は、残念ながらワールドカップは雲の上。
オリンピックも韓国にやられ、イスラエルにやられ、
オーストラリアにやられ、全く出られなくなった時
代でした。しかしその間も、サッカーを愛する人た
ちは各地で裾野を広げていきます。この時代の話を、
後ほど賀川さんにお聞きします。

裾野を広げるのにテレビが大きく貢献しました。
高校選手権のテレビ放送。あるいは少年サッカーの
普及。そしてクラブユースの存在。学校以外のクラ
ブ組織が生まれたのは大きなトピックです。女子の
サッカーも徐々に始まります。1970 年代ごろから

です。漫画やアニメの影響もあるのではと思いま
す。またテレビを通して世界のサッカーに触れる機
会がありました。そして徐々にプロ化が進行し、ア
マチュアからプロへ。全日本ユース選手権も生まれ
て学校運動部とクラブユースの真剣勝負の場が生ま
れます。フットサルも始まります。
このような流れの中で、J リーグ開幕（1993）、

フランス大会出場（1998）。ワールドカップ開催
（2002）。そしてなでしこジャパン世界一（2011）。
そして 2021 年の今年、1年遅れの東京オリパラ開
催、さらにWEリーグ開幕…。このような大きな流
れになっていくわけです。
さて、賀川さんにここでもう一つだけお聞きして

おきたいのが、神戸 FC創設前後の話です。東京オ
リンピック後のムーブメントの中で、兵庫サッカー

回 優　勝 準優勝 回 優　勝 回 年　度 優　勝 準優勝

26 昭21 1946 東大LB 神経大クラブ 20 早稲田大 25 1946

27 昭22 1947 21 早稲田大 26 1947 広島高師付中 尼崎中

28 昭23 1948 22 東京帝大 27 1948 鯉城 上野北

29 昭24 1949 東大LB 関大クラブ 23 早稲田大 28 1949 池田 宇都宮

30 昭25 1950 全関学 慶応大学 24 早稲田大 29 1950 宇都宮 小田原

31 昭26 1951 慶応BRB 大阪クラブ 25 早稲田大 30 1951 浦和 三国丘

32 昭27 1952 全慶応 大阪クラブ 26 慶應義塾 31 1952 修道 韮崎

33 昭28 1953 全関学 大阪クラブ 27 東京教育大 32 1953

34 昭29 1954 慶応BRB 東洋工業 28 立教大 33 1954 浦和 刈谷

35 昭30 1955 全関学 中大クラブ 29 早稲田大 34 1955 浦和 秋田商

36 昭31 1956 慶応BRB 八幡製鉄 30 早稲田大 35 1956 浦和西 日立第一

37 昭32 1957 中大クラブ 東洋工業 31 早稲田大 36 1957 秋田商 刈谷

38 昭33 1958 関学クラブ 八幡製鉄 32 早稲田大 37 1958 山城 広大附

39 昭34 1959 関学クラブ 中央大学 33 立教大 38 1959 浦和市立 明星

40 昭35 1960 古河電工 慶応BRB 34 早稲田大 39 1960 浦和市立 遠野

41 昭36 1961 古河電工 中央大学 35 中央大 40 1961 修道 山城

42 昭37 1962 中央大学 古河電工 36 中央大 41 1962 藤枝東 浦和市立

43 昭38 1963 早稲田大学 日立本社 37 早稲田大 42 1963 藤枝東 明星

44 昭39 1964 38 明治大 43 1964 浦和市立 宇都宮学園

45 昭40 1965 東洋工業 八幡製鉄 39 早稲田大 44 1965

46 昭41 1966 早稲田大学 東洋工業 40 早稲田大・中央大 45 1966

47 昭42 1967 東洋工業 三菱重工 41 早稲田大 46 1967

48 昭43 1968 ヤンマー 三菱重工 42 東京教育大 47 1968 初芝 山陽

((天天皇皇杯杯))全全日日本本選選手手権権大大会会 関関東東大大学学リリーーググ 全全国国高高校校選選手手権権大大会会

※8月末に招待大会

※世情不安のため中止

年　度

東千田・岸和田

八幡製鉄・古河電工

習志野・明星

秋田商・藤枝東

山陽・洛北

※世情不安のため中止

写真提供：日本サッカーミュージアム
（左下の写真は提供：中塚義実）
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友の会が生まれます。改めて気づきましたが、賀川
さんの誕生日ですよね、12 月 29 日は。このあた
りの経緯をお聞かせいただきたいんですが。

神戸 FC創設のころの話（1970年前後）

賀 川：誕生日はたまたまですね（笑）。
サッカーは、昔の神戸一中のように学校スポーツ

で強くなっていくやり方もあるけど、すそ野をどん
どん広げて子どもたちに遊びを広げていこうという
ことです。兵庫でサッカーを古くからやってきた連
中が、もっと考え方を柔軟にして兵庫サッカー友の
会を作りました。これは加藤寛さんのお父さん、加
藤正信さん、お医者さんで、おそらく加藤正信先生
が岡山から神戸へ戻ってきて、サッカーを盛んにす
るためには兵庫県全体に、神戸市全体にサッカーを
広げていかなあかん、単に一つや二つの強いチーム
を作るだけじゃダメなんだと加藤正信先生のところ
で考えたのが兵庫サッカー友の会になり、社団法人
神戸フットボールクラブの創立につながります。

中 塚：キーパーソンとして加藤寛さんのお父さんが出

てきました。事前のリハーサルでは賀川さんからこ
の辺りの話をかなり詳しくお聞きしました。打ち合
わせの会を加藤さんのお宅でよくやっておられたと
いうことです。賀川さん、加藤さんのお宅というこ
とは、つまり病院ですか。

賀 川：加藤医院ですね。お医者さんなので夜にも患者
さんが来てね、先生はみんなとサッカーの相談して
いるときに往診の依頼が来たら、どちらかというと
しぶしぶと出ていかれるので、本業おろそかにして
もろたら困りますからと、我々も頼んだんですけど。
本当に加藤正信先生という、行動力もアイデアもあ
る先生がいなかったら、あのころに加藤先生がやっ
てくださらなかったら、日本のサッカーの発展は
もっと遅れていたと思いますね。先生の馬力のおか
げで西日本にも東日本にもどんどん広がったわけで
すから。これほど精力的にサッカーの活動をされた
方も珍しかったと思います。

中 塚：加藤寛さん、加藤さんのお宅でミーティングを
やってたようですが、ご記憶はおありですか。

加 藤：私は、岡山でたぶん3歳か4歳ぐらいまで、兄
と九つ違いなんですけども、兄が小学校から中学へ
入るときにちょうど来たから、たぶんまだ本当に小さ
かったと思うんですね。その頃に神戸に戻ってきて父
は神戸一中、神戸高校のサッカー部のところへ行って、
いろいろ話をしてたみたいです。私の家の、診察室
の隣の部屋で、かなり夜遅くまでいろんなお話をされ
てたようで、私は離れというか、離れたところにいま
したので話の内容は全然わかりません。でもいろんな
人たちが来て、サッカー関係者の人たちが来て、何
かお話をされてるんだなという印象はありました。ま
さか自分がいまこうやって、サッカーでご飯を食べる
ようになるとは全く思ってなかったですね。

中 塚：賀川さん、そのときに具体的にされていた話は
どのようなことだったのでしょう。少年のサッカー
スクールをやろうという話ですか。

賀 川：まず僕らは小学校のときからボールを蹴ってま
したからね、どういう訳か。やっぱり子どものとき
からボール蹴らせないと。外国と試合をしたときに、
むこうはボールに慣れているけども、日本の子どもは
慣れていない。まずそこから始めなきゃいかんという
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ことから、ボールを子どもに蹴らせることが第一。そ
れを正しいやり方で、体に無理なく、皆に広げていか
なくちゃいかん。せっかくサッカーが盛んになっても、
子どもたちが病気したり、いろんな横槍が入って、サッ
カーやりすぎると困るんじゃないか。そういうふうに
なってもいかんというようなことで。そういう点では、
割合にセーブしながらね。加藤先生もお医者さんで
すから、そういうことも十分心得ておられて、割合に
ゆったりしたやり方で、それだけに幅広くやろうとい
うことになったんですね。

中 塚：あとは神戸にスタジアムを作る話ですとか、神
戸フットボールクラブでは身分による登録じゃなく
て年齢による登録にした話とか。いまサッカー協会
が取り上げている制度の多くが、加藤さんのお宅で
議論されていたという話もお聞きしています。

賀 川：サッカー協会が取り上げたというのはですね、
デットマール・クラマーが東京オリンピックの前に
やってきて、日本のサッカーを指導して、東京オリ
ンピックでは一つだけアルゼンチンに勝ちます。ク
ラマーがドイツに帰るときに、日本ではこういうこ
とをやっていってほしい、続けてほしいと日本協会
に言い残していったんですけども、それを実際一番
早く手掛けたのが神戸の先輩たちなんですね。

中 塚：具体的なお名前を挙げると、加藤正信さん、他
は大谷四郎さん…

賀 川：朝日新聞にいた大谷四郎さん。理論的な裏付け
をきちんとするのが大谷四郎さんの仕事で、加藤正
信先生の仕事はそれをばあっと全国へ。その前にま
ず神戸市役所の中でサッカーに関心を持たせるよう
に、神戸市役所の中を動き回って、サッカーを盛ん
にするようにされたわけですね。

中 塚：このように、神戸 FCが典型だと思いますが、
学校しかなかった戦前から戦後にかけての日本のス
ポーツ界に、学校とは違う仕組みでスポーツをする
仕組みをまず立ち上げたというところに先見の明が
あったのではないかと思います。

加 藤：そのサッカースクールを最初始めたときの主任
コーチが岩谷俊夫さんという方で、岩谷さんも神戸
一中出身で元日本代表で、東京オリンピックのとき

の強化本部長だったと思うんです。僕が中学 3年生
の時に神戸少年サッカースクールが始まって、神戸
外大のグラウンドで最初の練習をしたのをいまでも
はっきりと覚えてますね。岩谷さんの教え方が、と
てもスマートでわかりやすく、いまも私は真似をし
てるというかね、クラマーさんもあるんですけども、
そこがすごくサッカーを始めたときによかったなと
思います。賀川さんそれでいいですよね。

賀 川：これは神戸一中が体格も小さくて、師範学校は
中学校に比べると年齢が 2歳上ですから、年も取っ
ているし体も強いと。それに勝つためにはボールを
繋いでサッカーをしなくちゃいかん。ボールを繋ぐ
ためには、たくさん皆がボールを触って、たくさん
の選手がボールを触るということはそれだけたくさ
んの選手がうまくならなければいかん。ボールを止
めた時にミスをすれば次につながりませんから。そ
ういうことのないチームを作ろうと言われたのが
我々の頃の神戸一中で、それが徐々に戦後になって
その考え方が、神戸市のサッカーをやろうという志
のある人たちに広まっていったんですね。そこから
技術を大事にする、ボールをちゃんと扱うサッカー
に移っていくわけです。

加 藤：岩谷さんがときどき我々にお手本として、ボー
ルをペナルティーエリアのところに置いて蹴って、
はいこっちのポストの内側に当てるよと言って当て
るんです。はい反対のポストって言って当てるんで
す。今度はバーに当てると言ったら当たって返って
くるんですね。その技術を見て、僕ら目を丸くしたっ
ていうのは非常に印象深いですね。

中 塚：実際そういうのを目の当たりにすると、すごく
惹きつけられますよね。
賀川さんどうもありがとうございます。また終わ

りの方で賀川さんに改めてコメントをいただくとこ
ろもあるかと思いますが、日本サッカーの始まりの
ところから 2021 年の今年まで、賀川さんにエピ
ソードを挟んでもらいながら振り返ってみました。
ここからは神戸 FCの流れで、加藤寛さんにお話

いただければと思います。
参加してくださっている皆さん、なかなか発言の

機会を用意できなくてすみません。話を聞いていた
だいて、感想でも構いませんので。チャットの方に
お寄せいただければ幸いです。
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日本サッカーのあゆみ②
－これからのサッカー環境

加藤 寛

社会的身分制度から年齢制へ
－ JFA登録制度の改革とクラブユース連盟の誕生

加 藤：では少し加藤の方からお話をさせていただきま
す。いま賀川さんから神戸 FC創設の話がありまし
た。私に与えられたテーマは「東京 2020、WEリー
グ創設と、これからのサッカー環境」ということで
すが、東京オリンピック・パラリンピックについて
は川島さんが話をされますので、そこで一緒にお話
できたらと思います。「WEリーグの創設とこれか
らのサッカー」については、これも後にさせていた
だいて、いま賀川さんからお話があった神戸 FCの
創設のところから日本クラブユースサッカー連盟
（JCY）が出来るあたりまでを、はじめに話させて
いただきます。

参考メモ
一一般般財財団団法法人人日日本本ククララブブユユーースス連連盟盟のの歩歩みみ

地域クラブというサッカーの楽しみ方、U－１２～U－１８選手一貫指導体制確立へ
〇 １９７４年８月、日本協会財団法人化・・・登録制度の変更 大谷四郎氏発案

「「社社会会的的身身分分制制度度かからら年年齢齢制制へへ」」

・・・学校部活動だけでなく地域クラブが協会に登録して公式戦に出場できる道が開かれる！

〇 日本クラブユース連合（現一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟）設立 大谷四郎氏発案

１９７８年４クラブ加盟「全国クラブユース選手権大会」よみうりランドでスタート

（参加クラブ：読売SC、三菱養和SC、神戸FC、枚方FC）
１９８２年全国クラブユース選手権大会、日本サッカー協会後援になる

連盟の名称を「日本クラブユースサッカー連盟」に改称

１８８４年愛知県高浜市で高浜カップ（日本クラブジュニアユース選手権プレ大会）開催

１９８５年日本クラブジュニアユース連盟発足（Ｕ－１５年代）

１９８６年日本クラブジュニアユース選手権（U－１５）大会始まる 開催地は長野県白馬村

１９９７年ユース（U－１８）、ジュニアユース（Ｕ－１５）年代の各連盟が合併し一貫指導体制確立
〇 １９９３年 Jリーグスタート 「スポーツで、もっと、幸せな国へ。」Jリーグ百年構想

地域に根差したスポーツクラブへ一層の期待感生まれる。
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JCY ができたのは、日本サッカー協会（JFA）が
財団法人になって、寄附行為で登録制度を変えたこ
とがはじまりです。先ほども出てきた大谷四郎さん
と平木隆三さんが定款のもとを作ったと聞いてま
す。それまでの日本のサッカーは、小学校、中学校、
高校、大学、社会人と、社会的身分によって登録す
る制度でしたが、それを海外と同じような年齢別に
したということです。1種、2種、3種、4種とい
う、いまの JFA の登録制度です。年齢制限がない
のが 1種で、18歳以下が 2種、3種は 15歳以下、
当時は 16歳以下でしたね。そういう年齢別になっ

たので、学校以外の地域のクラブが協会に登録をし
てサッカー活動をすることができるようになりまし
た。そういう考え方が最初に神戸 FCにでき、JCY
の誕生に至る背景があると思います。
兵庫サッカー友の会が 1970 年に法人化するんで

すけど、法人化の理由が、少年サッカーをさらに発
展させるためにはボランティアだけでは運営できな
い。神戸少年サッカースクールをもっと発展できる
ように専任のコーチを入れようということになり、
黒田和生先生に来ていただきました。滝川第二高校
の黄金期を作られた先生です。筑波大学、当時は東
京教育大学でしたが、卒業後に神戸に来ていただき
ました。私は 2年後輩になりまして、大阪体育大学
を出て神戸フットボールクラブの職員にしてもらい
ました。そういうころから大谷四郎さんは日本協会
といろいろ話をして、財団法人化の時に登録ルール
が変わっていったわけです。
そこで、神戸 FCの中にもU-18 年代のチームを

作ろうということで、部員を募集しました。当時は
選手を集めるのに苦労しました。最近は部活動が今
後どうなっていくのか、またあとで話をしますが、
当時は学校の先生方と地域とのコラボというのは、
認められない時代でしたね。ただ日本協会のルール
が変わることによって、次第に世の中の情勢が変
わってきました。1974 年が JFA の財団法人化で、
その 4年後の 1978 年にクラブユース連盟が誕生
します。読売サッカークラブと三菱養和会、それに
神戸 FCと枚方 FC、四つのクラブで東京に集まり、
よみうりランドで「全国クラブユース選手権大会」
を手弁当で始めたのが最初です。このときに「クラ
ブユース連合」という組織を作りました。その後だ
んだんクラブユースチームができて、よみうりラン
ドでやっていた大会に参加するようになり、1982
年にクラブユースの大会に日本協会の後援が得られ
「日本クラブユースサッカー連盟」となります。
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中学生年代も地域のクラブとして JFAに登録でき
るようになり、愛知県の高浜市でU-15 のクラブが
集まって交換会をしていました。そこでU-15 の連
盟をつくろうということになり、1985 年に「日本
クラブジュニアユースサッカー連盟」ができました。
1997 年には U-18 と U-15 の連盟を合併して、6
年間一貫指導ができる体制を作ろうということで一
つにまとまります。その後、クラブユース連盟がだ
んだん大きくなってくるんですけど、1993 年に J
リーグがスタートして「スポーツでもっと幸せな国
へ」のスローガンを掲げた「Jリーグ百年構想」が
でき、地域に根ざしたスポーツクラブを作りましょ
うというムーブメントが起きてきます。これは非常
に大きなことだったと思います。U-18、U-15 の大
会を自分たちで作って自主運営し、それに日本サッ
カー協会も後援し、最近はクラブの大会を JFAがと
もに主催してくれるようになり、大きな支援をいた
だいています。

クラブユース連盟の取り組み－トップだけ・
男子だけでなく、幅広い層への広がりを

参考メモ
一一般般財財団団法法人人日日本本ククララブブユユーースス連連盟盟のの歩歩みみ（続き）

～～ ２２nndd DDiivviissiioonn をを育育成成すするる大大会会（（イインンタターーシシテティィーーカカッッププ））始始ままるる ～～

〇 ２０００年ＪＣＹ中日本クラブユースサッカー選手権大会（東海・関西・北信越）

岐阜県飛騨市古川町でスタート・・・

〇 ２００４年～２００９年

「ＪＣＹインターシティーカップin ＨＩＤＡ」
ＪＣＹ主催、後援:ＪＦＡ・Ｊリーグとなる。
Ｕ－１８とＵ－１５大会を開催。街クラブの活性化と育成目的。

〇 ２００４～２０１３年 ＪＣＹインターシティカップ中日本

〇 ２００５～２０１３年 ＪＣＹインターシティカップ西日本

〇 ２０１３年 ＪＣＹインターシティーカップ（Ｕ－１５）東日本大会始まる

〇 ２０１４年 ＪＣＹインターシティーカップ（Ｕ－１５）ＷＥＳＴ・ＥＡＳＴと改称

（西日本６地域へ拡大）
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加藤：その後クラブユース連盟が何をしてきたかとい
うと、トップレベルだけでなくセカンドディビショ
ン、例えばクラブユースの大会の予選で負けた子ど
もたちにもチャンスを与えようということで、負け
たチームを集めた全国大会を始めました。U-15 年
代ではインターシティカップ、U-18 年代ではタウ
ンクラブカップという名前で行われています。連盟
に登録した人たちみんなが活躍できるような場を作
ろうという趣旨です。2000 年から飛騨高山で始め
ましたが、最初は J のクラブは「セカンドディビ
ジョン大会なんか出るか」と言ってましたけど、最

近は Jクラブでもクラブユース予選で勝てないクラ
ブが出てきて、いまでは Jクラブも喜んでインター
シティに出て、そこでチャンピオンになることを目
指して練習するようになってきました。

参考メモ
一一般般財財団団法法人人日日本本ククララブブユユーースス連連盟盟のの歩歩みみ（続き）

～～ ＪＪＣＣＹＹ（（ＵＵ－－１１８８））街街ククララブブのの大大会会 「「ＪＪＣＣＹＹ（（ＵＵ１１８８））ＴＴＯＯＷＷＮＮ ＣＣＬＬＵＵＢＢ ＣＣＵＵＰＰ」」ススタターートト ～～

〇 ２０１７年１１月 石川県能登でスタート

〇 ２０１８年１１月 群馬県前橋市で開催
〇 ２０１９年１２月 茨城県つくば市で開催

〇 ２０２０年１２月 Ｊグリーン堺で開催

～～ 女女子子部部門門ススタターートト ～～

〇 ２０１５年～１７年 ＪＣＹ「レディースフェスティバル」新潟県燕市開催 女子の普及育成に着手

〇 ２０１８年 ＪＣＹ「レディースフェスティバルＵ－１８」前橋市で開催。

〇 ２０１９年 ＪＣＹ「ＸＦＣＵＰ第１回女子サッカー大会（Ｕ－１８）」前橋市で開催。

ＪＦＡが後援、株式会社アイズカンパニーが特別協賛社

〇 ２０２０年 ＪＣＹ「ＸＦＣＵＰ第２回女子サッカー大会（Ｕ－１８）」ＪＦＡと共催になる

〇 ２０２１年 女子の9地域連盟組織の構築へ 連盟女性理事の確保へ
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それから、今年WEリーグ、女子のプロリーグ
が始まったわけですけど、女の子たちも地域のク
ラブでサッカーができる環境を作ろうということ
で 10年ぐらい前から議論を重ねてきました。そし
て 2015 年から 17年まで新潟県の燕市で女子の普
及のためのフェスティバルを開催し、2018 年から
は JCY レディースフェスティバルU-18 の名前で
群馬県前橋市で開催しました。2019 年の大会から
はアイズカンパニーという会社が特別協賛となり、
XFCUP第 1回女子サッカー大会（U-18）の名で日
本サッカー協会の後援事業として、2020 年には男
子のU-18 大会と同じように JFA と JCY が主催と
なり、全国の地域クラブの女子チームのサッカー大
会をはじめました。女子の方ももっともっと盛んに
したいなと思ってます。
学校のスポーツの話が出ましたけど、女子の場合

は中学生年代の女子のサッカー部はほとんどありま
せん。昔は神戸にも女子の部活がありましたけど、
いま神戸市内になくなってしまいました。そういう
意味でもU-12、U-10、そういうところが地域のク
ラブとしてやっていかないと継続できませんので、
そういう環境作りを考えて、10年ぐらい前から準
備をしてきました。
もう一つご紹介したいのは、クラブユース連盟の

中にクラブマネージャーズセミナーを作って、クラ
ブマネージャーの養成、それから施設セミナーと
いって街クラブのグラウンド作りの事例を集めて発
表し、Jのクラブだけでなく街のクラブもグラウン
ドを、自分たちの本拠地を持って、これからサッ
カーをしていくべきだというような勉強会をやって
います。
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JFA100 周年とこれからのサッカー環境 Ⅰ

クラブユース連盟のあゆみ、約 40年以上あるの
ですが、こういった流れできています。

これからの日本のサッカー環境

～～ ここれれかかららのの日日本本ののササッッカカーー環環境境 ～～

課課題題

１１））日日本本はは「「上上意意下下達達ののススポポーーツツ文文化化」」をを克克服服ででききるるかか？？

２２））学学校校部部活活動動とと地地域域ススポポーーツツククララブブととのの連連携携はは可可能能かか？？

JJCCYY4400年年のの歴歴史史かからら・・・・・・
今今後後のの部部活活はは、、学学校校部部活活かかららのの変変形形かか、、地地域域ククララブブのの発発展展型型かか？？

３３））指指導導者者のの確確保保はは・・・・・・都都道道府府県県FFAAででのの指指導導者者養養成成事事業業大大切切
４４））ククララブブ運運営営組組織織はは・・・・・・法法人人格格をを！！

５５））施施設設ググララウウンンドドのの確確保保はは・・・・・・自自前前のの施施設設かか、、公公共共施施設設かか

６６））財財務務基基盤盤はは・・・・・・会会費費収収入入ののみみでではは限限界界
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加藤：これからの日本のサッカー環境というところで
す。一つは、先ほど賀川さんの話の中で、子どもの
遊びのサッカーから、もっともっと広くしていかな
いといけないんだというお話がありました。サッ
カー、スポーツは元々遊びだと思うんですよね。た
だ残念ながら日本の運動部活動は、明治の開国以来、
士農工商の身分制度がなくなりましたが、当時の武
士が非常に頑張って、明治維新では日本の国を守っ
たと思うんです。しかしそれ以降、武士以外の人た
ちにも教育を広げていこうとする中で、軍事教練的
なものが体育の中に入ってしまい、それが上意下達
の文化を日本のスポーツ文化の中に含んでしまった
ところがあるんじゃないかなと思います。ですが、
今年のオリンピック・パラリンピックを見ていると、
ずいぶん変わったな、日本のスポーツの考え方も変
わってきてるなと思います。
欧米の、遊びとしてのスポーツ文化というところ

では、例えば日本サッカー協会が広めてきたリーグ
戦文化は、年間 7～ 8か月、週末に、同じレベル
の人たちとスポーツを楽しむ。これはまさに遊びの
文化です。レベルの高い人たちと低い人たちがやっ
ても両方とも面白くないんです。でも同じぐらいの
レベルの仲間と、練習して成果を週末に試すことが
できるというのがリーグ戦の文化です。昔、賀川さ
んから聞いたんですけど、例えばいい選手を作って
強いチームを作っても、リーグ戦は下のレベルから
入っていくからなかなか全国優勝はできない。でも
カップ戦だったら、1年で勝ち抜いていけばあっと
いう間にチャンピオンになることができる。そうい

うのが勝ち抜き戦の楽しみ方の考えです。例えば天
皇杯は、県のチャンピオンを決め、それが上のレ
ベルで勝ち抜き戦を戦い、そして JFL から J リー
グ J3、J2、J1 というふうに順次上がっていくこと
ができます。そういうやり方で、カップ戦も同じレ
ベルから順次上のレベルの人たちと競い合って楽し
めるようなシステムになってるわけです。それは日
本の武術の勝ち抜き戦とはずいぶん違う感覚だなと
思ってます。
文科省やスポーツ庁が最近、学校部活動を地域の

スポーツクラブに変えていきたいと言っています。
学校の先生方の働き方改革、学校の先生が無給のボ
ランティアで一所懸命指導されてきたものを、地域
のスポーツクラブへ転換していけないかという時期
に来てるんですね。最近、日本サッカー協会と打ち
合わせをする機会がありました。これからは部活動
とクラブユース連盟の融合が求められると思いま
す。私はもう会長を退きますが、次世代の人たちは、
学校の部活動も、地域のスポーツクラブとして JCY
で受け入れるような体制を作ってほしいなと思いま
す。
「遊びのスポーツをもっと広めてほしい」という

のと、「学校の部活と地域のクラブの連携をこれか
らしていくべきだ」ということに加え、「指導者養
成」が本当に重要です。デットマール・クラマーさ
んが FIFA のコーチングスクールをされたとき、私
は大学 1年生でお手伝いに行きました。日本にコー
チ学が生まれたのはそこからで、日本にもコーチン
グ・ライセンスが生まれてきます。都道府県レベル
でもちゃんと養成ができるようにしていかないと、
とてもじゃないけど学校の部活の指導を支えること
はできないと思います。もちろんサッカー界だけで
は駄目です。指導者養成事業は非常に重要だと思い
ます。
それから「クラブマネージャーを育てる」こと。

サッカー協会もスポーツ協会もやってますが、さら
に充実させていくべきです。クラブ連盟がやってい
る施設セミナーですが、こちらも日本の中でサッ
カー場を作るのはすごく大きなお金がかかるところ
です。しかし街クラブでも既に、自前の施設を持つ
クラブがだんだん出てきてます。不可能なことでは
ありません。今後、公共団体と一緒になって、クラ
ブ育成を進めていくべきじゃないかと思います。
施設については学校の施設の管理運営を地域のス

ポーツクラブがしていくことが、これから出てくる
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と思います。皆さんに提言したいのは、Jリーグに
入るためのいろんな条件がありますよね。J1、J2、
J3 のライセンス制度です。これと同じように、街
クラブがライセンスを取って、公共スポーツ施設を
運営する優先権を得られるようなシステムを、日本
のスポーツ界にぜひ提案したいと思います。施設管
理者の勉強をした人やクラブマネージャーを置かな
ければならないとか、ライセンスを持った指導者が
いないといけないということが必要です。学校の部
活動は、教員免許を持った先生方が指導されていま
す。それと同じように、こういうところでも指導が
できるようなシステムにすべきじゃないかと思いま
す。先生方は、学校のお給料とともに、地域のクラ
ブからのパートタイムの給料が出る。両方もらっ
てもいいような制度を国が認めるべきじゃないかな
と、個人的には思っています。ヨーロッパでは当た
り前で、ドイツの話を聞くと、学校の先生としても
らう給料と地域のクラブで指導して受け取る給料と
両方もらっているとのことです。こういうのが普通
になるようにしていかないとと考えます。

クラブを守り、育てるのは自分たち自身
－自治意識をはぐくむことが必要

加藤：そのためにも、クラブが法人化して民主的な自
治組織を作るべきだと思います。地域行政とも連携
して進めていくべきです。民主的な自治組織が、ク
ラブが永続していく上で大切なポイントになるで
しょう。以前、賀川さんにお聞きしたのが、ハンガ
リーのウイペシュテッ・ドージャというクラブは何
百年も続いてるんですよね。ブタペストかどっかで。
そういう話を聞いて、では神戸の KR&AC（神戸外
人クラブ）は、戦争のときにどうやってクラブを
守ったのか。明治のころに始まって、第 1次世界大
戦、第 2次大戦を経て、このクラブを誰が守ったの
かと尋ねたら、それはイタリアだったりドイツだっ
たり、同盟国の外国人がこのクラブを守ったんです
と言われました。そうか、やっぱり自分たちのクラ
ブは自分たちで守ることを考えないといけないんだ
な、ボールの蹴り方や止め方、それに慣れるという
ことも大切ですけど、それ以上にクラブの自治、自
分たちで育て、守っていくんだということを、子ど
ものころから教えるべきだと思います。それが自主・
自立の精神、自治の精神につながるんですね。

こういうことをクラブユース連盟の中で、いろん
な人たちに話してきましたけど、自分たちのクラブ
は自分たちで運営していくんだという考え方が当た
り前になるようにしないといけないと思います。
ドイツでは、「スポーツクラブは民主主義の学校」

だと言われてるそうです。日本の地域クラブも「民
主主義の学校」と言われるように、これからなって
いってほしいなと思います。私は、これを「これか
らの日本のサッカー環境への提言」とさせてもらい
たいと思います。

 WEリーグ創設と日本の女子サッカー

加藤：最後にWEリーグのところを少しだけ。
WEリーグの理念は、「女子サッカー・スポーツ

を通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひと
りが輝く社会の実現・発展に貢献する」です。
ビジョンに掲げるのが、「世界一の女子サッカー

を。世界一のアクティブな女性コミュニティへ、世
界一のリーグ価値を」です。
WEリーガークレド、クレドとは約束ということ

で、私たちは約束しますということです。
「ＷＥ ＰＲＯＭＩＳＥ
・私たちは、自由に夢や憧れを抱ける未来をつくる。
・私たちは、共にわくわくする未来をつくる。
・ 私たちは、お互いを尊重し、愛でつながる未来を
つくる。

　みんなが主人公になるためにプレーする。」これ
だけですね。
ステートメントとして、
「ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ
＃これは新しい日本のキックオフだ
　 日本初の女性プロサッカーリーグ、ＷＥ ＬＥＡＧＵＥ。
　 それは、世界レベルのサッカーが繰り広げられる
リーグであると同時に、

　 すべての人が輝くためのコミュニティでもあります。
　 ここから、性別に囚われない夢の抱き方が生まれる。
　 ここから、多様な生き方への可能性が生まれる。
　 ここから、あたらしい幸せのあり方が生まれる。
　 プレーでも、社会への貢献でも、世界一の女子
サッカーを目指していくリーグ。

　 ＷＥ ＬＥＡＧＵＥ。２０２１年９月１２日に開幕
しました。」
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JFA100 周年とこれからのサッカー環境 Ⅰ

「WWEEリリーーグ創設設ととここれれかかららののササッッカカーー環環境境」」
WWEEリリーーググのの今今後後のの課課題題：：「「観観てて、、応応援援ししてて、、ワワククワワククすするるササッッカカーーをを！！」」（（加加藤藤））
＊＊競競技技レレベベルル

１１））女女子子選選手手のの選選手手発発掘掘育育成成シシスステテムム、、一一貫貫指指導導体体制制をを地地域域ととププロロククララブブででどどうう作作るるかか？？

女女子子ののエエリリーートト選選手手のの育育成成ををどどののよよううににシシスステテムム化化すするるかか？？

２２））JJリリーーググののよよううににWWEEリリーーググ２２部部、、３３部部をを組組織織化化出出来来るるののかか？？
３３））UU--１１８８年年代代、、UU--１１５５年年代代のの競競技技会会のの整整備備

年年代代別別、、レレベベルル別別リリーーググ戦戦のの組組織織化化、、年年代代別別カカッッププ戦戦のの組組織織化化（（JJFFAAととJJCCYY、、WWEEリリーーググ））
＊＊財財務務基基盤盤
４４））地地域域ののススポポンンササーー企企業業獲獲得得

＊＊地地域域貢貢献献（（地地域域ココミミュュニニテティィととのの結結びびつつきき・・・・・・キキーーワワーードドはは「「つつななががるる」」））

５５））観観客客動動員員へへププロロククララブブはは、、地地域域ココミミュュニニテティィととどどうう連連携携すすべべききかか・・・・・・？？

地地域域のの（（多多世世代代型型））ススポポーーツツククララブブととププロロ組組織織ををどどうう組組織織化化すするるかか？？

・・・・・・ ドドイイツツ型型（（社社団団法法人人型型））かか、、イインンググラランンドド型型（（株株式式会会社社型型））かか？？
8

私は INAC神戸の開幕戦を見てきました。スライ
ドにも書きましたが、「観て、応援して、ワクワク
するサッカーを！」してほしいと思います。そのた
めには、いい選手を発掘するシステムを、各プロク
ラブが作らないとできません。一貫指導体制を地域
の協会とプロクラブでどう作るか。女子のエリート
選手の育成をどのように日本サッカー界の中でシス
テム化していくのか。そして JリーグのようにWE
リーグにも、2部、3部の組織化が将来できるんだ
ろうか。いまWEリーグの下にはアマチュアの「な
でしこリーグ」がありますが、2部がなくなっちゃっ
たのかな。そういうものを地域リーグまで繋げて
いく組織をどうしていくか。そして、U-18 年代、
U-15 年代の競技会。サッカー協会が整備する競技
会と、クラブユース連盟がWEリーグと一緒になっ
て作っていく競技会を、これから整備していく必要
があるんじゃないかなと思います。
もう一つ重要なのは財務基盤です。WEリーグの

各クラブの財務基盤を、スポンサー企業の獲得、こ
れはすごく大きな問題じゃないかと思います。スポ
ンサーに繋がるのは、地域貢献、地域コミュニティ
との結びつきだと思います。キーワードは「繋が
る」。例えば、なぜ INAC神戸と地域の私たちが繋
がっていくのか、選手と企業が繋がっていくのか、
そういうことがとても重要になってくると思いま
す。それがひいては、観客動員に繋がります。観客
動員が増えてくると、さらにスポンサーがついてき
て、お金もついてきます。
クラブの作り方ですが、ドイツ型かイングランド

型か。社団法人型がドイツで、株式会社型がイング
ランド。私もイングランドに 4年前に行ってロンド
ンで見てきましたが、イングランドの協会って株式
会社なんですね。クラブもほとんどが株式会社で、
地域のクラブも、地域のオーナーがお金をボンと出
してグランドを作り、株式会社の取締役は地域の人

たちがボランティアで取締役をやっている。そんな
株式会社があるのかってちょっとびっくりしたんで
すけど、ドイツの社団法人型とも違うイングランド
の形をみて、それも参考になるのかなあと思いまし
た。
これからのサッカー環境、日本のサッカー環境は

どんどん変わっていくというか、発展していくん
じゃないかなと期待しています。ありがとうござい
ました。

中 塚：どうもありがとうございました。賀川さんの話
を受け継ぐ形で、神戸 FCの立ち上げのところから
クラブユース連盟がどのようなことに取り組んでこ
られたのか。学校とは違う仕組みを作ったというだ
けではありません。最初はチャンピオンを決める競
技会しかありませんでしたが、インターシティやタ
ウンクラブといった、交流を主眼とする、同レベル
が行き来できるような大会を創設されました。さら
に男子だけでなく、育成年代の女子のサッカーにも
取り組まれていることが紹介され、WEリーグにつ
いても改めてご確認いただきました。本当にいろん
なことを加藤さん、やってこられたですね。

加 藤：時間かかりましたね（笑）。

中 塚：私もクラブユース連盟でU-15 と U-18 が統合
した 1997 年のあたりから理事としてお手伝いさせ
ていただきました。例えばヴィヴァイオ船橋の問題。
あのときは「学校運動部の補欠をなんでクラブユー
ス連盟で面倒みなあかんのか」という意見が出たり、
いろいろありましたね。クラブの姿はいろいろあっ
てよいのだろうと思います。けど、加藤さんがおっ
しゃいましたが、民主的な運営、自分たちのクラブ
は自分たちで守るという自治意識。これは学校であ
ろうが街クラブであろうが Jのクラブであろうが、
本当はそこが一番大事なんだろうということを改め
て思いました。ありがとうございます。

川島さん。加藤さんの話を聞かれて何かコメント
ありましたらお願いします。

川 島：貴重なお話をありがとうございました。私、先
ほど中塚先生のご紹介にありましたように、全国高
体連研究部の活性化委員会に出させていただいてい
ます。学校の部活で熱心に取り組まれている先生、
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たまたま昨日も高体連の先生とメールのやりとりを
したんですけど、いま問題になっている部活動の外
部指導員による指導の話。いまの部活動がサステナ
ブルなものかというとなかなか難しいところがある
と思いますが、ただその先生がおっしゃるには、単
に外部の指導員に任せればうまくいくのかっていう
と、それほど簡単なものではないよというお話でし
た。加藤さんのお話で印象に残ったのは、地域のク
ラブのライセンス制度のお話です。Jのライセンス
制度のような資格認定制度を作り、そういうクラブ
に例えば学校施設の運営管理の優先権を与えるとい
うのは、やってみる価値があるというか、進むべき
方向なのではないかと思い、勉強になりました。あ
りがとうございます。

中 塚：どうもありがとうございます。皆さんからも
チャットの方にご意見、感想がいくつか上がってき
ております。本当はここで時間をとってじっくり意
見交換したいところではありますが、今年あった
もう一つの大きなトピック、東京オリンピック・パ
ラリンピックを後半戦で取り上げたいと思いますの
で、一旦ここまでの話はひと区切りとさせていただ
きます。ご意見、ご感想、ご質問等はチャットの方
に遠慮なくお書きください。たったの 5分で申し訳
ありませんが、小休止をとって、17時 15分から再
開します。 

  （P.29 へ続く）

公開シンポジウム 2021- ②：JFA100 周年　2021年の総括と展望
2021年 12月 11日　集合写真



TOKYO 2020 をめぐって－オリンピズムと国際交流 Ⅱ

TOKYO 2020 をめぐって
－オリンピズムと国際交流

1 年延期された東京オリンピック・パラリンピックが、2021 年夏
に開催されようとしていた。

しかしながらコロナ禍は一向に収まる気配を見せず、緊急事態宣
言がたびたび発出される状況にあった。人々の日常生活は回復の
兆しもなく、医療はひっ迫し、さまざまなスポーツ・文化的活動が
中止や延期を余儀なくされるなか、十分な説明が為されないまま、
TOKYO2020 は原則無観客で開催されることとなった。

この間の動向を、いくつかの取り組みを紹介しながら報告していき
たい。それは、TOKYO2020 を後世に伝える試みでもある。
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＜公開サロン案内（3 月下旬配信）より＞＜公開サロン案内（3 月下旬配信）より＞
3 月 25日に Jヴィレッジを出発した聖火リレーは、

日本全国を巡っています。報道では、各競技の代表内
定のニュースが次々と流れてきています。早いもので、
東京オリンピック開幕まであと 100日を切りました。
本来なら、オリンピック開催の機運が盛り上がってく
るところです。
しかし、一方で新型コロナウイルス感染症の猛威は

やみません。新たな変異株の流行も始まり、感染は再
び拡大傾向にあります。大阪府、兵庫県、宮城県に続き、
東京都、京都府、沖縄県でもまん延防止等重点措置が
適用され、不要不急の外出が呼びかけられています。
4月 7日の朝刊には、北朝鮮の不参加表明の記事が

掲載されていました。この流れが広がっていかないと
も限りません。あるいは選手自身からボイコットの声
が上がるかもしれません。

どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？
 －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える －2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える
【日　時】　2021年5月13日（木）19：00～21：10　※公開サロン(通算295回)として開催(p.106参照)【日　時】　2021年5月13日（木）19：00～21：10　※公開サロン(通算295回)として開催(p.106参照)【日　時】　2021年5月13日（木）19：00～21：10　※公開サロン(通算295回)として開催(p.106参照)
【会　場】　オンライン（Zoom）【会　場】　オンライン（Zoom）
【演　者】　嶋崎雅規（国際武道大学）、徳田仁（株セリエ）【演　者】　嶋崎雅規（国際武道大学）、徳田仁（株セリエ）

2021年 5月

このような状況で、3か月後、7月に、どうしたら
オリンピックが開催できるのでしょうか。すでに海外
からの観客の受け入れは断念するとの決定がなされて
います。海外からの選手の受け入れは、選手やスタッ
フの感染対策は、ボランティアや運営スタッフの感染
対策は、観客の動員をどうするのか、報道関係者の扱
いは、少し考えただけでも問題は山積しています。
今回は、まず徳田氏に 2020 ～ 21 の世界的なス

ポーツイベントの実施状況（中止・延期も含めて）に
ついてレビューしていただきます。あわせて国内のス
ポーツイベントが、具体的にどのような形で行われて
いるのか、Jリーグ、NPB、Bリーグなどの例を挙げ
ながら見ていきます。それを踏まえて、東京オリン
ピック・パラリンピックをどう考えるか議論していき
たいと思います。

＜概要（理事長より）＞
徳田氏からは、国内外のスポーツイベントがコロナ

禍によって延期・中止となった状況が報告されました。
中でも TOKYO2020 と同時期の 2020 年 6 ～ 7 月
に予定されていたUEFA EURO2020（サッカー代表
チームによる欧州選手権。予選を勝ち抜いた 24カ国
が、12カ国 12会場で開催予定）が 1年延期となり、
2021 年 6月 11 日～ 7月 11 日に「有観客で行うと
いうUEFAの方針が発表され、観客を入れて開催でき
ない会場が直近で変更」されたことが紹介されました。
「UEFA（ヨーロッパサッカー連盟）は、EURO2020
開催に関して、かなり細かい規定を出しています。た
とえば、スタジアムの入場可能な観客数も、開催都市
によって大きく変えています。その中でロンドンは、
最低 25％というミニマムの収容人数が示され、これ
以上に増やせる可能性があるという含みを持たせてい

ます。これは、イギリス政府が 6月末を目安に全ての
制限撤廃を目指して段階的に緩和する計画を発表して
いるので、7月にロンドンのウエンブリー・スタジア
ムで行われる準決勝・決勝については、さらに収容人
数を増やせるよう含みを持たせているのでしょう」と
のことでした（実際にこの指針に沿って開催された）。
嶋崎氏からは国内外のメディアから伝わるさまざま

な意見が紹介され、医療体制の現状については医療従
事者から、ひっ迫する状況を共有してもらいました。
後半のディスカッションでは、多様な背景を持つ参

加者からさまざまな意見が出て、TOKYO2020 の意
義や見通しについて、メディアからは伝わってこない
本質の部分を共有することができました。
なお、この日の公開サロンの模様はNHKスポーツ

ニュース部が取材、翌朝のNHK「おはよう日本」で
1分半ほど取り上げられました。

Ⅰ． 2020 － 21年の世界のスポーツイベントの開催状況（徳田　仁）
Ⅱ．東京五輪の開催に関するさまざまな意見（嶋崎雅規）
　1．開催に関する世論 /海外メディアの反応　　　2．医療体制はどうなるのか
Ⅲ．オリンピック・パラリンピック開催の意義（ディスカッション）
※詳細は、NPOサロン 2002オフィシャルサイト「月例サロン報告　2021年 5月号」をご参照のこと
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JOAの部屋

日本オリンピック・アカデミー（JOA）は、1978年
に設立された日本国内のオリンピック・アカデミーです。
2005 年に特定非営利活動法人日本オリンピック・

アカデミーとなり、2018 年には 40 周年を迎えまし
た。英語名称は、“Japan Olympic Academy”（略
称 JOA）です。

JOAは独立した団体で、ギリシャに本部を持つ国
際オリンピック・アカデミー（IOA）を頂点とする世
界の 148（2019 年現在）の国や地域にある国内アカ
デミーの一つです。2018 年には、活動の功績により
IOAから「アテネ賞」を授与されました。
オリンピックの思想や歴史、それを取り巻く医学や

生理学の研究やオリンピック・ムーブメントの普及や
教育、さらに競技だけではない広い視点からとらえて
みようという、オリンピックについて様々な面から関

NPO法人日本オリンピック・アカデミーによる特設サイト「バーチャル JOA House」より転載NPO法人日本オリンピック・アカデミーによる特設サイト「バーチャル JOA House」より転載NPO法人日本オリンピック・アカデミーによる特設サイト「バーチャル JOA House」より転載

Virtual JOA House 2021Virtual JOA House 2021

2021年 7～8月
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心を持つメンバーで構成されています。
JOAは広く一般に対し、オリンピック憲章の理念

に則り、オリンピックおよびスポーツに関する研究お
よび教育を通した青少年の健全な育成ならびに社会一
般に対するオリンピックおよびスポーツの普及に関す
る事業を行い、世界の平和の維持と国際的友好親善に
努め、オリンピックおよびスポーツの振興に寄与する
ことを目的としています。
現在の JOAの中長期目標は「オリンピズムの普及

と浸透」です。そのために多くの事業に取り組んでい
ます。

参加の部屋

JOA ハウスでは、開設期間中にオンライン ･ イベ
ントを開催しました。自由に意見交換する“フォーラ
ム”や海外のオリンピック ･アカデミーメンバーとの
交流イベント“イブニング”、海外から講師を招いて
の講演“特別レクチャー”に国内外から多くの方に参
加していただきました。

1）JOA ハウス opening 記念「JOA フォーラム」　　
2021年 7月 24日（土）17:00-19:00
テーマ：
　東京 2020大会に期待すること／期待すべきこと
コーディネーター：
　飯塚俊哉（JOA会員）
概 要：
 　JOA HOUSE の開設を記念し、「東京 2020 大会」
の競技の初日に、このコロナ禍の東京大会に「期待す
ること」および「期待すべきこと」について自由に意
見を述べ合いました。たとえば、共生社会、SDGｓ、ジェ
ンダー平等、平和運動などなど。何人かの方に基礎的
な情報の提供もお願いしました。
※ 参加者数：37名（最大時）　参加申込み者数　国
内 25名、海外 11名

2）台湾イブニング
　　2021年 7月 26日（月）17:00-19:00
テーマ：
　台湾におけるオリンピック・ムーブメント
　（ 台湾オリンピック・アカデミーの活動やオリンピッ

ク教育の紹介）

コーディネーター：
　　舛本直文＋荒牧亜衣（JOA会員）
講師：
　　Leo Hsu（許　立宏）博士
　　＋ Felix Chan 氏＆ Kathy Ko 先生
概要：
　台湾のオリンピック研究の第 1人者による台湾のオ
リンピック・ムーブメントについての紹介。後半は台
湾の高校教員 2名から、彼らが実践しているオリン
ピック教育の様子を紹介して頂きました。
※参加者33名（最大時）　参加申込み者数：国内24名、
海外 33名

3）シンガポール・イブニング　　
　2021年 7月 29日（木）17:00-19:00
テーマ：
　Our Olympic Journey @Bendemeer Primary
コーディネーター：
　唐澤あゆみ＋大津克哉 （JOA会員）
講師：
　 Lim Kim Gek（リン キム ゲク校長）
　＋　Mrs. Teo-Koh Sock Miang（SOA会長）
　＋　Loo Chuan Long Richmond 先生
　＋　Sulasteri Binte Mohammed Sidek 先生
概要：
　日本オリンピック・アカデミー（以下、JOA）なら
びにシンガポールオリンピック・アカデミー（以下、
SOA）に所属する参加者を中心に、日本とシンガポー
ルから約 40名がオンライン上に集いました。SOAよ
りシンガポールのオリンピック教育について学び、日
本とシンガポール両国間で意見交換を行いました。
※ 参加者34名（最大時）　参加申込み者数：国内24名、
海外 41名）

4）特別レクチャー　　
　2021年 8月 2日（月）17:00-19:00
テーマ：
　2012年ロンドン大会のレガシーとしての“Get Set”
コーディネーター：
　本間恵子（JOA会員）
講師：
　Vassil Girginov（ワシル・ギルギノフ）
概要：
　2012 年ロンドン大会の教育プログラム「Get Set
（ゲットセット）」について、スポーツマネジメントや
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オリンピックレガシー研究で多数の著作を発表してい
るVassil Girginov（ワシル・ギルギノフ）先生に講
義していただきました。大会招致の公約を実現するた
めに2008年に開始したGet Set プログラムは現在も
継続し、ロンドン大会以降も夏季大会・冬季大会で活
用されています。オンラインを活用したGet Set につ
いて、プログラム開始の背景から現在に至るまでの流
れ、プログラムの成果と課題、評価、レガシーについ
てお話いただきました。質疑応答では、英国・台湾・
日本の研究者から活発な質問が寄せられました。
※参加者 23 名（最大時）　参加申込み者数：国内

25名、海外 38名

5）ドイツ・イブニング　　
　2021年 8月 5日（木）17:00-19:00
テーマ：
　German Olympic Academy（DOA）:
　Five Rings ‒ One Idea ‒ Many Ideals
コーディネーター：
　舛本直文＋岩瀬裕子（JOA会員）
講師：
　Holger Preuss（ホルガー・プロウス）
概要：
　ドイツのオリンピック・アカデミー（DOA）の活
動紹介を中心に情報提供して頂きました。IOAとの連
携プログラムだけでなく、ドイツのNOCや政府との
連携プログラムについて情報提供頂きました。また、
IOCのサステナビリティ＆レガシー委員会の委員とし
ての活動の他、レガシー・キューブに代わるレガシー・
フレームの概要について情報提供して頂きました。
※ 参加者29名（最大時）　参加申込み者数：国内23名、
海外 37名

6）JOAハウス・クロージング「JOAフォーラム」　
　8月 9日（月）17:00-19:00
テーマ：
　「東京 2020大会を評価する」
コーディネーター：
　野上玲子（JOA会員）
概要：
　「東京 2020 大会」のオリンピック閉会式後に、こ
のコロナ禍の東京大会の中途ですが、一旦評価をした
いと思います。ジェンダー平等、政府の対応、そし
て平和の祭典が単なるコロナ禍の祭典になっていな
かったかどうかなどなど、いくつかのサブテーマに応

じて、自由に意見交換をしましょう！最後にこの「東
京 2020 大会」によって何が継承（警鐘？）され、子
どもたちに何を残せたのか、をまとめることにより
フォーラムを閉じました。
※ 参加者数 34 名（最大時）　参加申込み者数　国内
35名　海外 18名
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サロンファミリーが感じたTOKYO2020サロンファミリーが感じたTOKYO2020サロンファミリーが感じたTOKYO2020サロンファミリーが感じたTOKYO2020
【日　時】　2021年10月22日（金）19：30～21：30　【日　時】　2021年10月22日（金）19：30～21：30　※公開サロン(通算３００回)として開催(p.10９参照)※公開サロン(通算３００回)として開催(p.10９参照)※公開サロン(通算３００回)として開催(p.10９参照)
【会　場】　オンライン（Zoom）【会　場】　オンライン（Zoom）
【演　者】　川戸 湧也、赤城　翼、岸　卓巨、小松 章一、梅澤 佳子、小池　靖【演　者】　川戸 湧也、赤城　翼、岸　卓巨、小松 章一、梅澤 佳子、小池　靖【演　者】　川戸 湧也、赤城　翼、岸　卓巨、小松 章一、梅澤 佳子、小池　靖

2021年 10月

＜公開サロン案内文（9月中旬に配信）より＞
開催前から課題山積だった TOKYO 2020 は、緊急

事態宣言の中、原則無観客で開催されました。オリン
ピックもパラリンピックも終わったいま、大会そのも
のを総括し、あとに残していくものを議論していく段
階です。それは、誰かにお任せするのでなく、あらゆ
る人が、さまざまなレベルで行っていくべきでしょう。
「スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”」

を“志”に掲げるサロン 2002 ファミリーは、多種多

様な人々のネットワークです。すべての人が新型コロ
ナのパンデミックに向き合い、東京オリンピック、パ
ラリンピックを、それぞれのスタイルで体験しました。
今回は、サロンファミリー（とそのまわりの方々）が
体験し、感じ、考えた TOKYO 2020 をざっくばらん
に語り合う企画です。
ボランティアとして関わった方、競技運営に携わった

方、大学や高校の指導現場の様子、若い方々の視点…。
さまざまな角度から今夏を振り返りたいと思います。

＜概要（理事長より）＞
登壇者はいずれもサロン2002の“志”に賛同するサ

ロン2002ファミリー（通称「サロンファミリー」）で
す。多種多様な背景を持つファミリーは、本業とのかか
わりの中で、あるいは自分自身の興味・関心に基づき、
さまざまな形でTOKYO2020に関わりました。
「競技会のまわりで」と「市民の立場から」の二部構

成の報告は、いずれもオリンピック・パラリンピックの

多様な側面をクローズアップするもので、体験を通して
見て、感じたTOKYO2020の報告は興味深く、大変貴
重なものでした。それぞれ10～15分と短時間での報
告でしたが、終了後の懇親会も含め、有意義な情報交
換ができました。
「大会が終わっておしまい」とするのでなく、

TOKYO2020をどう評価し、次に何を残していくのか
が問われています。

１．オープニング（19：30～ 19：40）：中塚義実（NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）

２．サロンファミリーが感じた TOKYO 2020
　◇前半：競技会のまわりで（19：40～ 20：30）
　　１）柔道のサポートチームとして：川戸湧也（仙台大学／全日本柔道連盟科学研究部）
　　２）水泳競技のボランティアとして：赤城翼（国際武道大学 3年・水泳部）　※紹介者：嶋崎雅規
　　３）TOKYO 2020 を振り返って：岸卓巨（(一社 )A-GOAL 代表理事／日本ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ機構職員）
　◇後半：市民の立場から（20：30～ 21：20）
　　４）無観客開催によるボランティアへの影響：小松章一（行政書士／ TOKYO 2020 ボランティア）
　　５）自転車競技「ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ」応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ－ 6大学連携と多摩大学の活動報告：梅澤佳子 (多摩大学 )
　　６）オリンピズム再考：小池靖（会社員／在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）

３．ざっくばらんな意見交換　⇒　オンライン懇親会（21：30～）
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中塚：ここからは川島さんに、スライドを用いて東京
オリンピック・パラリンピック、この夏あった大き
なできごとについてご報告いただきます。いろんな
論議を巻き起こしました。いいか悪いかの 2択の話
でなく、多様な視点が今夏のオリパラの議論から見
えてくる。もしかするとWEリーグのポリシーに繋
がるメッセージを引き出せるのかもしれません。川
島さんに話題提供いただき、最後皆さんで意見交換
できればと思います。では川島さん、お願いします。

TOKYO 2020を振り返って
－報道側からみえること

川島：改めまして皆さんこんにちは。もう今晩は、で
すね、川島と申します。先ほど中塚先生からもご紹
介いただきましたが、読売新聞で編集委員をずっと
スポーツの畑でおりました。中塚先生先は筑波大
附属高校の先生ですが、私はその学校の卒業生で、
サッカー部のOBです。残念ながら中塚先生と二つ
しか年が違わないのでご指導を受けてはいないので
すが、今日ご参加されてる方の顔ぶれをみると、私
の中学・高校時代の同級生がいたり、指導者資格を
取りに行ったときにご指導いただいた北原由先生が
参加されていたり、あるいは私、世田谷区に住んで
いまして小学生年代のクラブのコーチをやっていま
すが、よく相手チームで対戦している日本サッカー
史研究会の佐藤さんが参加されていて、私の普段の
悪行三昧を見ている方々がいらっしゃるのでやりに
くいんですが、今日はオリンピック・パラリンピッ
クの話をさせていただければと思っております。
私自身はオリンピックの取材は今まで 4回行って

います。1994 年、冬のリレハンメルでオリンピッ
クの取材にあたり、98年の長野、それから夏でい

うとシドニーとアテネを取材しています。私にとっ
て IOCの取材で一番印象に残っているのは、1999
年、当時私はロンドン駐在でしたけど、そのときに
IOCは 2002年の冬季オリンピック、ソルトレーク
シティ招致に絡んで大変なスキャンダルになりまし
て、結局 IOC委員が何人か追放されるという、IOC
始まって以来の不祥事がありました。その取材でロ
ンドンからずっと IOCの本部があるスイスのロー
ザンヌに行ったのが一番印象に残っております。
今回のオリンピック・パラリンピックには、東京

オリンピック・パラリンピック準備室というのがあ
りまして、そこの室長として参画しておりました。
どんな仕事かというと、これだけ大きな大会ですの
で人の配置をどうするかとか、紙面は何ページぐら
いとればいいのかとか、号外はいつ発行するのかと
か、そういうことで社内の調整をやっておりました。
初めにお断りしておかなければいけないのは、今

から申し上げる私の話は基本的には個人的な見解で
す。新聞社の、社としての公の意見や主張ではない
ということをお断り申し上げておきます。

開幕までの紆余曲折

1）なぜ東京開催だったのか
　 －東日本大震災と東京招致
川島：まず開幕までの紆余曲折について、なぜ東京開
催だったのかという話から振り返りたいと思いま
す。最初にこの話が出たのは 2005 年、当時の石原
慎太郎都知事が、東京でオリンピックをやりたいと
言ったのが始まりです。2020 年ではなく、2016
年の夏季五輪の招致でした。発展途上にある国とは
違い、成熟した都市の姿を世界に示すという言い方
をされましたが、同時に石原都知事は、改めて日本

公開シンポジウム2021－②公開シンポジウム2021－②公開シンポジウム2021－②
JFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ

TOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心にTOKYO2020をめぐる報道を中心に
川島 健司川島 健司

2021年 12月

（p.22 から続く） 
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の存在をアピールしたいともおっしゃっていまし
た。ちょっと国威発揚的な部分もあったと思います。
2016 年の招致はご存知のように失敗したわけです

が、2度目が 2020 年の招致で、東京開催が決まった
のは 2013 年です。その 2年前に東日本大震災が起
き、ここで招致の性格が変わったような気がしていま
す。つまり震災があった、原発事故も起きたというこ
とで、日本は大丈夫なのかと IOCの人たちは思うわ
けですが、それを逆手に取るような形で「復興五輪」
を言い出します。ブエノスアイレスの IOCの総会で
は佐藤真海さん、いまは谷真海さんですが、感動的な
プレゼンテーションをされて招致にこぎつけました。
ここからちょっと東京大会の性格が変わってしまい、
本当に大会の開催が復興に繋がるのかというよりも、
とにかくやるんだという感じになってしまったと思い
ます。

2）二つの白紙撤回
　－新国立競技場問題と大会公式エンブレム
川島：もう一つ、大会が始まるだいぶ前に起きた残念
な出来事が、二つの白紙撤回です。2015 年の夏に
新国立競技場のデザインが白紙になったことと、大
会公式エンブレムが、発表されたと思ったらこれも
白紙になったということです。国立競技場のデザイ
ンは当初、ザハ・ハディドさんというイラク出身の
女性の建築家のデザインで行くはずでしたが、すご
く大きな建物で 70mぐらいの高さがあります。こ
れが神宮の森に合うのかという問題があり、また、
1300 億円ぐらいの予算で作る予定だったものが実
際に作るとなると 3000 億円ぐらいかかる、2倍以
上の経費となり、世論の反対もあって、結局ザハ・
ハディドさんのプランは白紙になりました。改めて
応募して選ばれたのが、隈健吾さんという建築家が
作られたデザインだということは皆さんご存知だと
思います。大会公式エンブレムも、作ったはいいけ
どベルギーの劇場のマークに似ているというクレー
ムが入り、使用差し止めの裁判が起こされます。当
初、組織委員会は商標などのチェックもしているの
で大丈夫と言っていたのですが、デザインされた方
が、大会公式エンブレムを埋め込んだ写真をこのよ
うに使えますよというので、空港や鉄道の駅の写真
を発表したんですが、その写真の使用を無許可で
やっていたということがありました。結局、新しい
デザイン、皆さんご存知の市松模様の綺麗なデザイ
ンに変わりました。

どちらの問題も、責任の所在がはっきりしない。
新国立に関していうと、有名な安藤忠雄さんという
建築家が審査委員長を務められ、実際に決まったの
ですが、値段のことまでは私は知らなかったという
話になりました。そもそも国立競技場を管理する日
本スポーツ振興センターは、こういった巨大な建設
物の発注などをしたことがないわけです。その時点
で無理があったのではという声がありました。大会
公式エンブレムについても、組織委員会の審査が甘
かったのではないのかという意見があり、もちろん
デザイナー個人の問題でもありますが、責任の所在
がはっきりしない。こんなことで本当にオリンピッ
クができるのかとの不安を持った方も多かったので
はないかと思います。

3）コロナがすべてを変えた
川島：それにさらに追い打ちをかけたのがコロナでし
た。これは 3月 25日の読売新聞の一面です。東京
五輪 1年延期が決まったちょっと前、コロナが深刻
化し始めた頃から、やるべきじゃないというような
意見が、選手の SNS などでどんどん出されていま
したが、最終的には、写真が出ているように当時の
安倍首相が決められたという感じでした。IOC の
バッハ会長もそれに合意したという感じです。本当
だったら、オリンピックの開催権は都市に与えられ
るので、東京都、あるいは日本オリンピック委員会
がもう少し中心になって前面に出てきてよかったと
思うのですが、決めたのは首相でした。首相は何を
一番恐れていたのかというと、延期じゃなくて中止
になってしまうことだけは避けたかったということ
で。1年延期を決めたということでした。
決めたのはいいんですが、1年後にまた開くため

には、例えばメインプレスセンターがある晴海の
ビッグサイト、あるいは競技会場の一つである幕張
メッセなどは、いずれも国際見本市などの予約がた
くさん入っていて、それを全部キャンセルしていか
なきゃいけないという大変な難題を抱え、当然経費
も増えるということで、そこからまた苦労が始まり
ます。
1年延期しましたが、コロナは残念ながら収まら

ず、2021 年 3 月に海外からの観客を断念します。
同じ 3月には、始まってすぐ中断されていた聖火リ
レーをまた再開したんですが、感染拡大の危険があ
るということで、4月から公道で聖火リレーをしな
い、中止が相次ぐ、ということになってしまいまし
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た。もうこんなんで本当にオリンピックできるの、
という声が出始めて、21年度の 5月末には開催は
中止すべきだというような社説を出すような新聞社
も出てきたわけです。

メディアはどう報じたか

川島：メディアは大会に向けた動きをどう報じてきた
のかについて述べます。この記事は今年の 9月、パ
ラリンピックが終わってすぐに読売新聞で大会を振
り返る検証を連載で 4回やりましたが、その中の
一つです。見ていただきたいのは鈴木一人さんとい
う東大教授の意見です。興味深い指摘をされていま
す。皆さん覚えてらっしゃるかと思いますが、リオ
五輪の閉会式で安倍首相がスーパーマリオの格好を
して土管から出てきました。あれは森喜朗大会組織
委員会会長のアイデアだったそうですが、なかなか
受けは良く、海外でも評判でした。あれで安倍さん
が前面に出てきたことで、この東京大会は「安倍プ
ロジェクト」の色合いが強くなったと。すると安倍
さんを快く思わない人たちが東京五輪を攻撃のター
ゲットにした側面があったのではないかということ
を鈴木先生は指摘されています。安倍さん、菅さん
のプロジェクトだからダメだという論理になり、オ
リンピックで外国人が来たら感染爆発が起こるとい
うような行き過ぎた資料も出てしまったということ
を鈴木先生は記事の中でおっしゃっています。
他にも、2月に森会長が女性を蔑視すると受け取

られかねない発言がありました。大変残念な発言で　
弁解の余地はないと思うんです。ただ唯一良かった
点があるとすれば、新会長に女性の橋本聖子さんが
なられて、組織委員会の構成も女性が多く起用され
た部分では良かったかもしれません。IOCの幹部へ
の批判もたくさん出ました。バッハ会長は 4月、緊
急事態宣言が再発令される事態に、「それは日本政
府が予防的措置、ゴールデンウィークを控えている
ので感染拡大防止のためにやってることで五輪と
は関係ない」という発言をされました。5月には、
IOC と東京組織委員会のつなぎ役となる調整委員
会の委員長であるコーツさんというオーストラリア
の方は、「こんな状態でオリンピックができるのか」
という質問を受けて、「絶対にできる」という言い

方をしています。IOCは商業主義だとか拝金主義だ
ということで非常に批判を受けましたが、実は IOC
という組織は、収入のうち 9割は国際的な競技連盟
や各国のオリンピック委員会に再分配しており、パ
ラリンピックについても、オリンピックと同じ会場
を使うので、IOCが協力しているからパラリンピッ
クができやすくなっています。けれどこういう説明
は日本向けにはあまり為されておらず、IOC＝拝金
主義というような批判が出ていたので、ある意味で
無神経な回答であり、日本の人たちの神経を逆なで
するような発言が出たのはとても残念だったと思い
ます。
鈴木先生は、本当に世論が二極化してしまって、

政治利用がされてしまったと言われています。政治
利用とは、一つには 10月で衆議院の任期が切れる
ことはわかっていたので、大会直後のおそらく 9月
には選挙があるだろうということで、当然菅首相は
オリンピック・パラリンピックの成功を追い風にし
たい、一方はそうはさせたくないというせめぎ合い
があり、どちらも政治利用したところがあった気が
します。
非常に難しい問題ですけが、そんな印象を受けま

した。

新聞社にとっての東京大会

1）大会オフィシャルパートナーとは
川島：ここで少し話は変わって、「新聞社にとっての
東京大会」についてです。日本の新聞社、そのうち
全国紙といわれる新聞社が、揃って大会のオフィ
シャルパートナーになっていたことは皆さんお聞き
になったことがあると思います。私ども読売新聞社
と、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社が
2016 年 1 月、東京オリンピック・パラリンピッ
ク組織委員会と、新聞という分野でのオフィシャル
パートナー契約を結びました。結ぶと何ができるか
というと、当初は 2020 年末まででしたが、東京
五輪のマークなどを宣伝活動に使えるというもので
す。
オフィシャルパートナーは、もっと高い値段を

払っているゴールドパートナーの次のカテゴリー、
位置づけになっています。普通は一業種につき一社
のみ。その方が効果があるのでこのようになってい
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ますが、最初にこの 4社が入り、後になって一つ下
のカテゴリーに産経新聞と北海道新聞も入ることに
なりました。大会組織委員会としてはとにかくスポ
ンサーを増やしてできるだけお金を潤沢に用意した
いというのがあったんだと思います。

2）聖火リレーをどう伝えるか
川島：新聞社が、例えば聖火リレーをどう伝えたかと
いう話です。毎日聖火ランナーは数十人、100人以
上走るもので、私どもの新聞社では各地方、例えば
山梨で走る場合は山梨県の県版、地方版の記事に全
員のお写真とお名前を入れることをしました。どう
してそんなことをするのかというと、やはり新聞社
も事業ですので、読者を獲得する貴重な機会になる
と。つまり家族なり本人が新聞紙面に載っていたら、
「新聞とってくれませんか」という話がしやすいと
いうことでやっておりました。
私のところはオリンピック・パラリンピック室、

準備室という名前でしたが、社内には別にオリン
ピック・パラリンピック事務局という部署もありま
した。会社よってはオリンピック・パラリンピック
戦略室という名前で置いているところもありまし
た。「何でオリンピック・パラリンピックが戦略な
の？」という話ですが、いま言ったように、例えば
聖火リレーの報道などで広告を集めたり、新聞の販
売部数を増やしたり、そういうことを考える側面も
新聞社にはあります。地元でやる五輪は半世紀に 1
回、なんせ 56年ぶりの五輪ですから、それをビジ
ネスのチャンスにも使いたいという部分が新聞社に
はあったということです。契約料もなかなかの高額
で、ウン千万という単位ではない額ですので、当然
有効利用しようという感じでやっていたのは間違い
ありません。

3）IOC、JOC、大会組織委員会との関係
川島：ただ一つ申し上げておきたいのは、例えば東京
の組織委員会や JOCから、「組織委員会ちょっとお
かしいじゃないか」とか「だらしないじゃないか」
というような批判的な記事を書くことについて、オ
フィシャルパートナーだからといって「書いてくれ
るな」というようなプレッシャーがかかることは一
切ありませんでしたし、逆に「これを書いてくれな
いか」というのもありませんでした。これは IOC、
国際オリンピック委員会も JOCも同じです。そし
て社内の、例えば私どものオリンピック・パラリン

ピック事務局が社長室直属であるんですが、そこか
ら「この記事を書いてください」とか「書かれると
困る」というような話が来たことも一切ありません
でした。おそらくどの社も同じだと思います。そこ
は編集局、ジャーナリズムとして譲ってはいけない
部分です。
これから先、新聞社がスポーツの大きな大会、国

際大会にパートナーで入ることはあると思います
が、そこは変わらないんではないかと思っておりま
す。

開幕にあたって

1）無観客での開催決定
川島：7 月 5 日になって、東京周辺の 1都 3県では
原則無観客で行うことが決定しました。当初は 1万
人を入れる話もありましたが、原則無観客です。ど
のように運営するのがいいだろうかと、我々も悩み
に悩んだというのが本当のところです。専門家のご
意見も聞きたかった。よその新聞社も同じだったと
思います。
日本記者クラブという組織がありますが、6月に、

何人かの専門家を連日のようにお一人ずつ招いて記
者会見がありました。いろんな方の話を伺ってい
て、個人的に一番しっくりきたのは、奈良女子大准
教授の石坂裕司さんのご意見です。中止をしてしま
うとあとに何も残るものがなくなってしまう。でも
お客さんを呼んだら必ず人が集まってしまうから、
感染拡大に繋がる可能性がある。無観客なら何とか
できるんではないかというご意見です。自分の感覚
に合った気がしました。この方は長野オリンピック
の後に現地調査をされたそうですが、五輪から 10
年たったとき、お年寄りがカーリングを楽しんでい
たという話をされました。建物ではありませんが、
ソフトなオリンピックのレガシーでしょう。中止に
なってしまうとこういうものは残らないというよう
なお話で、なるほどと思った記憶があります。

2）メダル号外をどうするか
川島：右側にあるのは、9月になって大会が全部終
わった後で号外を集めたパネルです。私どもの新聞
社では今回、金銀銅のメダル取るたびに一つずつ、
メダル号外を作りました。オリンピックで 62 枚、
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パラリンピックで 53枚。これ 1枚だけじゃなくて
3ページにわたっています。出しまくったんです。
よくテレビで「号外、号外」って配ったところが紹
介されますが、配ってないものが大半です。作るこ
とは作るんですけど、PDF化して、例えばその選手
の出身地の販売店に PDFとして送り、地元では配っ
てもらうような展開をしました。輪転機で印刷して
出す号外は、最初ちょっとためらっておりました。
やはり読者の皆さん、日本の一般国民の皆さんがコ
ロナで苦労されてるときに、街の中で、例えば銀座
の数寄屋橋の交差点あたりで「号外です」って配っ
たときに、「お前、このご時世に何やってんだ」っ
て言われて、「すぐにやめろ」と言われることがあ
るんじゃないかと。そうなったらすぐにやめようと
いう話にして、配るのは最初控えていました。けれ
ど大会が進むにつれて、意外に好意的に受け止めら
れていることがわかり、最後の方は輪転機を回して、
金メダルについては号外を配りました。
大会が進むにつれて国民の皆さんの意識も変わっ

てきたなというところが、我々の感覚でした。

3）現場の記者たちが考えていたこと
川島：現場の記者たちがオリンピック開幕前にどんな
ことを考えていたかという話です。私などは会社の
中にずっと閉じ込められた籠の鳥で、朝から晩まで
社内にいるだけですけど、現場に出て取材にあたる
記者も、その原稿を見るデスクも、私のような者も、
もうちょっと上の会社の幹部も、かなり頭にきたよ
うな記事が一つありました。よその会社の記事です
けど、コロナ禍で練習できない人、中には来られな
い選手もいる。「最高の大会からはほど遠い大会に
なる」と書いた記事です。私の感覚では「それはな
いだろう」と。1年延期になった中で一所懸命準備
し、大会に臨む選手には、何の罪も咎もないわけで、
「そんなことをあなた、選手の前で言えますか」っ
ていうのは、我々皆が感じたところでした。
我々スポーツ担当の記者は、賀川さんみたいな大

先輩の前で偉そうなこと言うのは恥ずかしいんです
が、時には厳しいことを、特にプロスポーツの場合
は書くこともあります。でも我々が先輩から習って
きたのは。どこかに救いを持たせてやれよ、その記
事の次にまだ挽回の機会があるのだから、どこか救
いを持たせる記事にしろ、とことん追い詰めるよう
な記事にするんじゃないよと。たとえ批判をする場
合でも、当事者、批判されている選手の前で読める

ような、その程度の内容にしておけよというのを、
新米の頃にずいぶん教わりました。「こんな大会は
最高レベルからは程遠い」みたいなことは、あまり
にも選手へのリスペクトに欠けるんじゃないか、こ
ういう記事だけはうちの新聞社からは出さないよう
にしようねというような話をした覚えがございま
す。

東京大会が残したもの

1）世論の変化と意思決定者の発信不足
川島：駆け足ではありましたが、最後に東京大会が残
したものという話をさせていただきます。
8月 10 日、オリンピックが終わった時点で一度

うちの新聞で検証記事を書きました。オリンピック
の開幕直前まで世論は真っ二つでした。無観客開催
が決定し、開会式まで 2週間となった 7月 9日か
ら 11日まで、私どもで行った世論調査では全国で
41%、東京では50%の人が中止がよいとおっしゃっ
ていました。それが 8月 7日から 9日、オリンピッ
クが終わるころの世論調査では 64%の人が開催さ
れてよかったと思うと答えました。
ただ面白いのは、それでも内閣支持率は、菅首相

が期待したようには上がらないで、結局パラリン
ピック閉幕の頃に退陣を表明することになりまし
た。これについて、先ほどご紹介した鈴木一人教授
は、オリンピックが過度に政治化した最大の理由は、
菅首相のメッセージ不足だということを先ほどの原
稿で言われています。「首相は＜安全安心な大会を
実現する＞と念仏のように繰り返すばかりで、批判
に対して、こういう理由で五輪を開きたい、安全安
心とはこういう意味だ。といった具体的な説明が不
足した。メッセージが足りないので批判はさらに過
激になった」、そういう言い方をされています。
意思決定者の発信力不足というのは、先ほどの新

国立の問題もそうですし、ずっとこの大会に最後ま
でつきまとったことかなと思います。

2）新たな動き
川島：もちろん新たな動きも出つつあります。IOCは
12 月 9日まで理事会をやっていました。2028 年
の夏の大会はロサンゼルスに決まっていますが、そ
こでスケートボード、サーフィン、スポーツクライ
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ミングを行うことを決めています。やっぱりスポー
ツを楽しむ姿勢、先ほど加藤さんの話にもありまし
たけど、まず遊びを楽しむんだというのが、あの三
つのスポーツにはすごく感じられ、新たなスポーツ
の価値、軍事教練的な様子がほとんど感じられない、
そういう価値に気づかせてくれた部分は、東京五輪
の新たな動きじゃないかなと思います。
AIPS（Association Internationale de la 

Presse Sportive）という国際スポーツ記者協会と
いう組織があり、会長さんはガゼッタ・デロ・ス
ポルトというイタリアのスポーツ専門紙の人です。
この人は、東京大会は成功だったという言い方を、
AIPS の機関誌にしております。それから先日まで
行われていた IOC の理事会で発表されましたが、
17ヶ国、国と地域の 3万 2000 人ぐらいを対象に
した民間の調査では、65%の人が東京五輪は成功
だったと評価しているそうです。テレビが、デジタ
ルプラットフォームを合わせて 30億 5000 万人が
視聴した。そのうちの多くは、先ほど言ったアーバ
ンスポーツだったということも、IOCの委員会で発
表されています。
それから、これが実は一番大きな東京大会の残し

たもの、東京が変えたものだと思いますが、パラリ
ンピックの見方が決定的に変わったと思います。残
念ながら会場で直接見ることはできなかった人が大
半でしたが、これほど長い時間、テレビ放映された
ことはいままで日本ではありません。「パラの選手
はかっこいい」という見方が日本でも広まったと思
います。車椅子バスケットで大会のMVPに選ばれ
た鳥海連志選手は 12月 2日、今年のベストドレッ
サーというのが発表になりましたが、そのうちの 1
人に選ばれました。パラがかっこいいものになった
と言えるでしょう。
これは、パラリンピックが日本で開かれたから起

こったことであり、パラリンピックはオリンピック
が開催されていなかったらおそらくできなかったと
思いますので、そういう意味ではオリンピックもパ
ラリンピックも開催できたことは良かったのではな
いかと思います。

3）メディアとして追っていくべきもの
川島：メディアとしてこれからどういうふうにオリン
ピック・パラリンピックを追っていくかということ
です。新聞記事は、12月 3日付の読売新聞の一面
です。これはたぶん独自ネタ、いわゆる特ダネだと

思うんですけど、東京五輪とパラの経費ですね。無
観客になったことで、900 億円と言われていたチ
ケット代が入らなくなって大赤字になると言われて
いましたが、無観客になったため、人件費を減ら
し、消毒などもやらなくて済んだので 1500 億円節
約できて、公費の追加はなしで済んだという内容で
す。今回のオリンピックでは膨大な税金が使われて
おり、やはり自分たちの払った税金がどう使われる
のかは国民の最大の関心です。これから本格的な収
支の発表などもあると思いますけど、そういうとこ
ろはきちんと追っていきたいなと思います。
もう一つ、先月の終わりには、札幌市の秋元克広

市長が記者会見をされ、2030 年の冬のオリンピッ
クを招致したいと言われました。東京が終わったば
かりで、何でもうオリンピックの招致だと思われる
方もいるでしょう。もちろん札幌の市民の方にも、
今回の東京の一連のゴタゴタをみて反対される方も
多いと思いますけど、札幌市の主張は、できるだけ
経費をかけない形で、いまある既存の施設をできる
だけ有効利用しながらやっていきたいということで
す。IOCのバッハ会長は先日の理事会で、札幌は実
質的にすべてが揃っており、東京大会とスタート地
点が異なるという言い方で、聞きようによっては高
く評価をするということを言われています。
ご存知の方が多いと思いますが、2028 年のロサ

ンゼルス五輪の次、2032 年の夏季五輪の開催地が
ブリスベンで決まっています。東京大会が決まった
のは 2020 年の 7年前、2013 年だったんですが、
これは当時の IOCの規則で 7年前までに決めなけ
ればいけないというのがあったのでそうなったんで
すが、いまから 10年以上先の夏のオリンピックの
開催地まで決まっています。それなのに冬の方は
2030 年がまだ決まっていないという状況で、いつ
決まってもおかしくない状況でもあります。オリン
ピックはもちろん見たい気もしますが、東京の反省
点を生かしてやってくれるんじゃなかったら今回は
嫌だよという声は強くなるような気がします。この
札幌市の動きも、マスコミとしてきちんと追いかけ
ていきたいと、そんなことを考えています。
非常に駆け足になりましたが、以上で私の話を終

わります。ご清聴ありがとうございました。
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まとめ

中塚：どうもありがとうございました。限られた時間
でしたが、読売新聞の立場も含め、いろんな視点を
提示いただきました。最後に言われていましたが、
大会をやって終わりではなく、これを次にどう繋げ
ていくか、その前に大会をどう検証するかというと
ころが、我々一人ひとりに求められてるんじゃな
いかということを感じながらお聞きしていました。
せっかくですので加藤さん、賀川さんから、今回の
オリンピック・パラリンピックについて、いまの川
島さんのお話も含め、感じたことなどをお聞きした
いと思います。賀川さんはオリンピックをご覧にな
られましたか。

賀川：あの間はテレビにかじりついてましたね。

中塚：どうですか、このコロナの中での開催、選手た
ちの活躍、あるいはその後のことも含め、賀川さん
はどのようなことを感じられたのかをお聞きしたい
んですが。

賀川：やっぱりスポーツの大きな大会というものはい
つもいいわけですけど、特にオリンピックのような
総合的な大会が、テレビできっちり報道してくれる
ということは、我々スポーツを好きな者にとっては
非常にありがたいことですよね。だからオリンピッ
クそのものは、非常に皆に、オリンピック、オリン
ピックって言うから、どんなもんじゃろということ
で皆が見るわけですけど、実際やっている競技その
ものはね、スキーであれば、ジャンプであったり滑
降であったり回転であったりしてるわけで、それぞ
れの種目別の世界のトップの選手は、プレーをする
ということにはなるわけなんです。そういうもので、

やはりそれを総合的にみられるところにオリンピッ
クのおもしろさがあると思います。やはり 4年に 1
回、僕らは 4年ではなくて 2年に 1回ぐらいやっ
てくれたらいいと思いますけど（笑）、競技会を今
年も楽しませてもらいました。

中塚：ありがとうございます。加藤さんいかがですか。

加藤：実はオリンピックと同じようにクラブユースも
全国大会があって、それをやるべきかどうかってい
うのをクラブユースレベルの中でもいろいろ議論し
ました。結論から言うと、オリンピック・パラリン
ピックは、私個人は非常に感動しました。やっぱり
スポーツの持つ価値は素晴らしいなというのを再認
識しました。コロナが、人と人を分断したというか、
仲の良かった人間も顔を合わさないうちになんとな
く疎遠になってしまうみたいな、そういうところも
あったのかなと思いますけど、スポーツはそれ以上
に人と人を結び付けてくれる素晴らしい平和的なも
のだなと改めて感じました。
それが、ちょっとみんなが「ン？」と思うのは、

政治利用されるところでしょう。すごい莫大なお金
がかかるようになってしまったので、そのお金をど
うやって引っ張り出すかというところで、どうして
も政治家が出てくるようになってしまうのかもしれ
ません。けど世界のスポーツ組織、FIFA も IOCも、
そういうところが、これもあり得ないことかもしれ
ませんけど、お金に縛られるんではなくて、本当の
スポーツの素晴らしさを追求していくにはどうした
らいいのかというのを考えてもらえないかというの
が。正直なところです。僕の頭では実際わからない
です。
クラブユース連盟の全国大会も、去年はやめて今

年はやりました。正直コロナの疑いのある人が大会
期間中に出て、そのチームは途中で帰ってしまいま
した。審判の中にも疑わしい人が出て、実際それは

公開シンポジウム2021－②公開シンポジウム2021－②公開シンポジウム2021－②
JFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へJFA100周年　2021年の総括と展望－TOKYO2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ

TOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめTOKYO2020をめぐって－まとめ
賀川 浩　　加藤 寛　　川島 健司　　中塚 義実賀川 浩　　加藤 寛　　川島 健司　　中塚 義実

2021年 12月
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擬陽性で大丈夫だったんですけども、そういうこと
もありました。けど、やってよかった。コロナを乗
り越えて全国大会をやって、選手たち、スタッフ、
保護者、いろんな人たちからありがとうございまし
たという感謝の気持ちを、みんなが何か手を繋がっ
たというか、気持ちが繋がった大会になったと思い
ます。そういう意味ではオリンピックも、みんなの
心が、国民のみんなの心がスポーツで繋がった一瞬
だったんじゃないかなと、私は思っています。

中塚：ありがとうございます。皆さんから感想やコメ
ントいただきたいところですが、予定していた 6時
になってしまいました。それぞれ、今年あったこと、
とりわけこのコロナの緊急事態の中であったオリン
ピック・パラリンピックをどう評価していくのかに
ついては、やはりこれから、我々一人ひとりがそれ
ぞれの現場でしっかり考えて検証して、次に繋げて
いかないといけないと感じております。
今回のシンポジウムで 2021 年ということを、無

理やりかもしれないけど取り上げたのは、JFA100
周年であることとともに、この年が、コロナのパン
デミックの中で、いろんな分野で、大きな転換点に
なるんじゃなかろうか、していかないといかんの
じゃないかというのを強く思ったので、あえていろ
んな話題を盛り込んで企画しました。参加された方
のコメントをいただく時間が取れなかったのは申し
訳なかったのですが、集まって話題を共有しようと
いうことで、いろんな話題を取り上げました。
このあともし時間の都合が付く方がいらっしゃい

ましたら、飲み食いしながらざっくばらんに続きの
御議論ができればなと思います。
加藤さん川島さん、どうもありがとうございまし

た。
そして最後のコメントは、やはり賀川さんにいた

だきたいと思います。コロナで、加藤さんもおっ
しゃいましたが青少年の大会が失われたり活躍の場
が奪われています。コロナです。賀川さんの場合は、
一番サッカーやりたかったときに戦争と重なりまし
た。そういったご経験から賀川さん、アフターコロ
ナへ向けて、我々にメッセージをいただけるとあり
がたいんですが、いかがでしょうか？

賀川：私のように、ほとんど 100 年近く生きてきま
すと、世の中にはいろんなことがあって、何でも起
こりうるわけですけど、何でも起こりうる中で、ス

ポーツというものは、もっとも楽しい日常の楽しみ
の一つですよね。やるについても見るについても語
るについても、すべてスポーツについて、我々の生
活はそこに持っていくと非常に楽しいことになりま
すから。そういうものがこれからも続いていけるよ
うに、スポーツの関係者の皆さんも、いろいろと応
援していただかなあかん。よろしくお願いします。

中塚：どうもありがとうございました。賀川さんは今
月 29日で 97歳ですよね。

賀川：12 月 29 日がぼくの誕生日ですから。まあ 27
になるのかな、27か 28、いや、97歳や（笑）。今
まで戦争も含めてよう生きのびてきたと思いますけ
ども、まだまだまだまだサッカーについては、いく
らでも考えたり、話を聞いたりしたいと思っており
ます。よろしくお願いします。
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国際ピエール・ド・クー
ベルタンユースフォーラム
（国際 YF）とは、世界中に
あるクーベルタンスクール
（右図参照）の高校生が 2
年に一度集まり、座学やス
ポーツ、アート活動を通し
てオリンピズムを学び、交
流を深めあう行事である。
開催地は各国持ち回りで、
毎回 100 名余りの高校生
が世界中から集まる。日本
からは 2009 年より生徒
を派遣、2011 年からは筑
波大学オリンピック教育プ
ラットフォーム（CORE）
が中心となってこの行事
に取り組み、2015 年からは派遣生徒の選考を兼ねた
「クーベルタン - 嘉納ユースフォーラム」が、国内の高
校生向けのフォーラムとして開かれるようになった。
2017 年からは中京大学でも「JOAユースセッショ
ン」の形で行われ、国内 2か所のユースフォーラムか

高校生対象のオリンピック教育プログラム高校生対象のオリンピック教育プログラム高校生対象のオリンピック教育プログラム高校生対象のオリンピック教育プログラム
国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国際YF）国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国際YF）国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国際YF）
日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）日本ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム（国内YF）

ら7名の生徒が選考され、派遣されるようになった。
第 13回大会は当初、2021 年夏にキプロスで開催

される予定で、派遣生徒の選考を兼ねた国内 YF は
2020 年 12 月末に、筑波大学と中京大学で開催する
予定だった。しかし新型コロナ感染拡大の影響で対面
での宿泊行事ができる状況にはなく、オンラインでの
開催となった。キプロス大会そのものも 2022 年 10
月への延期が決まり、選考された 7名の生徒は派遣の
機会を失った。しかしせっかくのオリンピック開催年
である。互いの近況報告と交流を兼ねて、6月 8日に
勉強会・交流会がオンラインで開かれた。主催は日本
ピエール・ド・クーベルタン委員会（CJPC）である
（次ページ参照）。

2021 年 12 月には、延期されたキプロス大会への
派遣生徒の選考を兼ねた国内 YFが、初めてCJPC の
主催で開かれた。オンライン開催は 2020 年 12 月に
続いて 2度目である（p.39 ～ 41参照）。
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2021年 国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム2021年 国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム2021年 国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム2021年 国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム

参加候補者 勉強会・交流会参加候補者 勉強会・交流会

2021年 6月

＜概要（コーディネーターより）＞
キプロス大会が延期となり、派遣の機会を失った

高校生 7人にとって、オリンピック前に設けられた
勉強会・交流会は、再会を楽しむ場であるとともに、
TOKYO2020の意義を考えるよい機会となりました。
まずはコロナ禍で学校行事や部活動の大会が中止や

延期となっている近況を報告しあい、そのうえで今夏
の TOKYO2020 開催についての思いを語り合いまし
た。自分たちの日常と照らし合わせての高校生の視点
は貴重です。新たな発見もありました。
年末の国内 YF 以降、オリンピズムを広げていくこ

とに目覚めた者がいます。校内でオリンピック・パラ
リンピックを盛り上げる活動を始めたとのこと。「開
催するかどうかについて私たちに決定権はないけれ

ど、オリンピズムを広げていくことなら私たちにもで
きる」の発言には脱帽しました。高校生の方が政治家
やマスコミより、よっぽど素直にものごとをみている
と感じました。
高校生からは「このような機会をまた設けてほし

い」の要望もありましたが、その機会を設けることが
できないまま、年末の国内 YF の季節となりました。
2022 年 10 月開催予定の第 13回国際 YF（キプロス
大会）の派遣生徒の選考を兼ねた国内 YFです（p.39
参照）。

【日　時】 2021 年 6月 8日（火）　18：30～ 20：00　オンライン

【主　催】 日本ピエール・ド・クーベルタン委員会（CJPC）

【共　催】 NPO法人サロン 2002ほか

【参加者】 2020 年 12月に行われた国内 YFで選考された高校生 7名。
 高校教師、CJPCスタッフ、オブザーバー数名。

コーディネーター：
中塚義実（筑波大学附属高校保健体育科教諭／NPOサロン 2002理事長）

　1．オープニング（18：30～ 18：35）
　2．参加者近況報告（18：35～ 19：00）
　　　 　12月の国内 YF以降、2度の緊急事態宣言あり。いまも宣言が延長される中、学校生活、自分の身

の回りはどうなっているのか。授業は？行事は？部活動は？
　　　　本日のMTGへの期待は？　各自 3分で報告してもらいたい。
　3．レクチャー（19：00～ 19：15）
　　　「近代五輪のあゆみ－直面してきた諸課題を中心に」　中塚義実
　4．tokyo2020 開催をめぐる情報・意見交換（19：15～ 19：50）
　　　・オリパラ開催をめぐる報道から何を感じ、考えたか。自分自身はどう思うか。
　　　・自分たちの日々の生活とどのように関連付けるか（例：学校行事をどのようにしていくか）
　　　・今後にどう生かしていくか etc.
　5．クロージング（～ 20：00）
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【目　的】　オリンピック教育：日本の高校生にオリンピック・ムーブメントやオリンピズムを理解させる
 　選考：第 1 3 回国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラム（2022年、キプロス）への参加者を選考する 注1）

【主　催】　日本ピエール・ド・クーベルタン委員会（CJPC）注2）

【主　管】　 筑波大学オリンピック教育プラットフォーム（CORE）注3）

　　　　　中京大学注4

 　特定非営利活動法人サロン 2002（NPOサロン）注5）

【協　力】　特定非営利活動法人日本オリンピック・アカデミー（JOA）注6）

 　東京都高等学校体育連盟研究部注7）　

　　　　　東海学園大学
【期　日】　2021 年 12月 25日（土）、26日（日）　 ※両日とも 9：00～ 17：00
【会　場】　オンライン（Zoomを利用）
【参加者　 筑波大学附属高校（3名）、 筑波大学附属坂戸高校（2名）、 自由学園男子部・女子部（4名）、
　　　　　国士舘高校（2名）、 中京大学附属中京高校（13名）、 名古屋大学教育学部附属高校（2名）
　　　　　計 26名（男 4名、女 22名）

【プログラムとスケジュール】
◆ 12月 25日（土）
9：00～ 10：00　オープニング／オリエンテーション（含学校紹介） 【中塚義実・田原淳子】

10：10～ 11：00　 講義①　クーベルタンの思想と行動からオリンピズムを考えよう 【和田浩一】
11：10～ 12：00　 講義②　嘉納治五郎に学ぶ多様性と調和 【真田久】
13：00～ 14：50　 講義③　国際スポーツ大会におけるおもてなしの心 【江上いずみ】
15：00～ 17：00　 演習①　中京大学スポーツミュージアム 【伊東加那子、來田享子】
◆ 12月 26日（日）
9：00～ 10：20　　 演習② オリンピックと持続可能な社会 【宮崎明世】

10：30～ 11：00　　 特別講演　ｵｰｽﾄﾗﾘｱからみた東京 2020大会 【Helen Brownlee】
11：10～ 12：30　　 演習③　英語での討議 【嶋崎雅規】
13：30～ 15：00　　 演習④　まとめと発表
15：20～ 15：50　　 オンラインエクササイズ 【山田恵子】
16：00～ 16：45　　 クロージング　　　　
17：00　　 解散
◆ 12月 27日（月）
　課題レポート提出注10）

【参加費】　無料

【申し込み・問い合わせ窓口】　事務局：日本ピエール・ド・クーベルタン委員会

日本ピエール・ド・クーベルタン日本ピエール・ド・クーベルタン日本ピエール・ド・クーベルタン日本ピエール・ド・クーベルタン
ユースフォーラム2021ユースフォーラム2021

2021年 12月
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＜注一覧＞
注 1）2年に一度、各国持ち回りで近代オリンピックの創始者の名を冠した「国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラ

ム（国際 YF）」が開催されている。主催はCIPC（国際ピエール・ド・クーベルタン委員会）。世界中から 100 名以上の高校
生が集い、座学や討議、スポーツ交流やアート活動を通してオリンピズムを学ぶ場である。日本からは 2009 年に生徒 2名が
オブザーバーとして参加。2015 年からは 7名のフルメンバーの参加となり、選考を兼ねた「国内 YF」が CORE や中京大学、
NPOサロンや JOA（日本オリンピック・アカデミー）主催で開かれてきた。2021年にキプロスで予定されていた国際 YFは
1年延期となり、2022年 10月に開催見込み。日本からの派遣生徒は本 YFで選考される。

注 2）CIPC の日本支部として 2019 年 8月に発足。今年度より国内 YFの主催となり、本事業の名称も「日本ピエール・ド・クー
ベルタン・ユースフォーラム」となった。

注 3）嘉納治五郎生誕 150年の 2010年に発足した筑波大学の学内組織で、日本初のOSC（Olympic Study Center）として IOC
（国際オリンピック委員会）から認定を受ける。11校ある附属学校を活かしながら「オリパラ教育」事業に先駆的に取り組み、
スポーツ庁委託事業「オリンピック・パラリンピックムーブメント全国展開事業」をリードする。

注 4）中京大学では毎年「JOAユースセッション」の名称で、中高生向けの国内 YFが開催されてきた。2020 年度に続き今年度も
オンライン開催となったため、中京大学と筑波大学で連携して取り組むこととなった。

注 5）スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”を“志”に掲げるNPO法人。その前身は 1980 年代のサッカー関係者の研究
会にあり、1997 年からサロン 2002 の名称で活動。月例会は今年 10月で通算 300回となる。2014 年にNPO法人化。「オ
リパラ教育」事業やU-18 フットサル事業などに関わる。

注 6）ギリシャに本部を持つ国際オリンピック・アカデミー（IOA）を頂点とする世界の 148（2019 年現在）の国や地域にある国
内アカデミーの一つ。1978 年に設立し 2005 年にNPO法人化。現在の JOAの中長期目標は「オリンピズムの普及と浸透」
で多くの事業に取り組む。

注 7）東京都高体連加盟専門部の一つ。都内の高校運動部についての研究を推進するとともに、毎年「東京都高体連研究大会」を主
催、部活動のあり方を意見交換する場となっている。2019 年 12月に都内で開催された「クーベルタン - 嘉納ユースフォーラ
ム 2019」を主催、「オリパラ教育」への取り組みを開始した。

注 8）講師はヘレン・ブラウンリー（Helen Brownlee）氏（CIPC理事、オーストラリアオリンピック委員会副会長）。
注 9）特別講演を受けて、「東京 2020大会を振り返る」グループ討議を英語で行い、グループごとの成果を日本語で発表する予定。
注 10）課題レポートを提出するところまでが本フォーラムの内容。派遣生徒の選考は、各活動への取り組みとともに課題レポート

を評価資料とする。

＜概要（コーディネーターより）＞
これまでの国内 YFは、首都圏では筑波大学オリン

ピック教育プラットフォーム（CORE）、東海地区で
は中京大学や JOAが主催してきましたが、今回初め
て日本ピエール・ド・クーベルタン委員会（CJPC）
が主催となりました。TOKYO2020 以降のオリン

ピック教育の担い手として、CIPC の日本支部である
CJPC が前面に出てくる形となったのです。特定非営
利活動法人サロン 2002 は CORE や中京大学ととも
に主管として関与し、理事長の中塚が全体のコーディ
ネーターを務めました。
今回も対面でなく、オンラインでの開催となりまし

初日を終えての集合写真。海外からの参加者も
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た。できることは限られていますが、昨年度の経験を
生かし、運営側も参加生徒もよりスムーズに、抵抗感
なく参加できたと思います。グループ活動では画面上
にホワイトボードを出して議論を進めるなど、高校生
のオンラインスキルの高さが感じられました。
今回は、世界とつながることができたのも大きな

成果です。CIPC（国際ピエール・ド・クーベルタン
委員会）副会長でもある田原淳子氏（国士舘大学／
CJPC 事務局長）から事前に、世界中のCIPC 関係者
にこのフォーラムの案内が為され、興味を持たれた
方々がスイス、アメリカ、ドイツなどから参加されま
した。オンライン開催のメリットと言えるでしょう。
日本の国内 YFなので日本語で進められましたが、雰
囲気をつかむことはできたようです。新たな可能性を
世界に発信できました。
2日目にはオーストラリアからヘレン・ブラウン

リー氏が登壇し、スライドを用いて約 30分の講演を
されました。逐語訳がついたことで日本の高校生の理
解も深まりました。講演後の質疑には、海外からの参
加者だけでなく日本の高校生数名からも質問があり、
世界に開かれた国内 YFとしての第一歩を踏み出すこ
とができました。
「英語での討議」のテーマは、「50 年後の高校生

に TOKYO2020 大会をどう伝えるか」です。いま
の高校生にとって、1964 年の東京五輪はおよそ 50
年前のできごとです。50 年後の高校生にとって、
TOKYO2020 はどのようなものにとして捉えられる
のでしょう。それはいまの人たちが TOKYO2020 を
どう評価し、伝えていくかに関わります。「あなたた
ちは今夏の TOKYO2020 を、50 年後の高校生にど

のように伝えますか？」との問いかけは、議論のきっ
かけとしてわかりやすいものでした。
この時間は日本語で話すことも書くことも禁止で

す。自分の考えを持ち、言語化し、英語で伝えあうこ
とに加え、オンラインでやり取りするハードルもあ
ります。沈黙の時間が流れることもあったようです
が、何とか意思疎通を試みていました。討議の内容は
グループごとに日本語で発表します。グループ討議の
「まとめと発表」では、「あのときはこういうことを言
いたかった…」ということが互いに披露され、お互い
を理解しあう時間にもなりました。
2日目最後のプログラムは昨年同様、オンラインエ

クササイズです。2019 年のマコン（フランス）大会
引率教諭である山田恵子氏（自由学園女子部）のリー
ドで、デンマーク体操の要素を加味した体操が紹介さ
れ、個人やペア、グループでいい汗をかきました。お
じさんたちも参加しました。

12 月 27 日までにすべての参加者から課題レポー
トが提出され、年明けに選考会議が開かれ、7名の高
校生が選考されました。

2019年の夏、マコン市（フランス）で開催された第12回国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラムの集合写真。
第 13回大会が無事、キプロスで開かれることを願います。



42

TOKYO2020 は、ホスト国日本の人々にとって海
外の観客などと交流し最高の国際交流の機会になるは
ずであった。しかし、実際は新型コロナの影響を受け、
海外からの観客の入国は制限され、自宅のテレビで楽
しんだだけという人が多かったのではないだろうか。
一方で、コロナ下においても国際交流のツールとして
「スポーツの力」は大いに活用できる。国際交流にお
けるスポーツの最大の利点は、「言葉」を抜きに「と
もに楽しむ」という空間を作れることにあるかと思う。
A-GOAL では、海外から日本、日本から海外への渡航
が制限されている現状においても、オンラインツール
を活用し、スポーツ交流のプログラムを実施している。
ここでは、コロナ下におけるスポーツ交流の実例を

紹介する。

フットサルフェスタ 2021（神戸）でのアフ
リカチャレンジ実施

A-GOAL では、2021 年 12 月 18 日・19 日、神
戸で行われたフットサルの全国大会「フットサルフェ
スタ 2021」のサイドイベントとして、運動能力テス
トを通したアフリカ交流プログラム「アフリカチャレ
ンジ」を開催した。アフリカチャレンジとは、参加者
が大会会場で運動能力テストを行い、アフリカのアス
リートの記録に挑戦するというものである。貧困や紛
争といった暗いイメージも強いアフリカに対して、一
緒にスポーツを競うことにより明るさや楽しさといっ
たリアルなアフリカのイメージを持ってもらいたいと
いう思いから、A-GOAL と CHEZA（教育とスポーツ
を軸にアフリカと日本を繋いでいる団体）が共同開発
したプログラムである。

コロナ下におけるコロナ下におけるコロナ下における
スポーツを通じた国際交流スポーツを通じた国際交流
岸　卓巨　岸　卓巨　(一般社団法人A-GOAL代表)(一般社団法人A-GOAL代表)
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「フットサルフェスタ 2021」の会場では、大会
出場アスリート（子ども～大人）、指導者、保護者な
ど 100 名以上が、握力・ジャンプ力・柔軟性など合
計 5種目の運動能力を測定し、その記録をアフリカ
のアスリートの記録と競い合った。今回、記録に挑
戦したのは、東アフリカのウガンダで元サッカー日
本代表の本田圭佑氏がオーナーを務めるサッカーク
ラブ「SOLTILO  Bright Stars」の選手たちである。
SOLTILOや JICAウガンダ事務所もウガンダ側からサ
ポートすることで大会前に選手たちの記録を測定する
ことができた。また、大会当日にケニア・ウガンダの
子どもたちと Zoomで中継を繋ぎ、3カ国でリアル
タイムで競い合う時間も設けた。
一般的に「運動能力が高い」というイメージが強い

アフリカのアスリートであるが、本当にそうなのか？
会場では、アフリカのアスリートや他の参加者の記録
を更新して喜ぶ姿や、画面越しにアフリカの子どもた
ちと簡単な挨拶を交わし、お互いにワイワイと盛り上
がる様子が見られた。実際に身体を動かしながら交流
することで、「アフリカは支援の対象ではなく、挑戦
する相手だ」というアフリカチャレンジのコンセプト
が参加者に伝わったかと思う。

なぜスポーツを通じたアフリカとの交流なの
か？

しかし、このプログラムには大きな問いが 1つ残っ
ている。「なぜスポーツを通じてアフリカと交流する
必要があるのか？」というものだ。例えば A-GOAL
の運営メンバーなどもともとアフリカに興味がある人
にとってはアフリカとの交流は必然的なもので、その
楽しさや意義を感覚的に理解している。ただ、フット
サルフェスタ 2021 の出場者たちや大会運営者など、
多くの日本の人にとってアフリカは物理的にも遠く馴
染みは薄い。いきなり「交流」と言われても、「なぜ
大会に合わせて実施・参加する必要があるの？」とい
う問いが生まれる。
2022 年 2月 10 日に開催した公開サロンでは、こ

の問いについて、アフリカチャレンジの運営メンバー
だけでなく、フットサル大会の運営メンバーや様々な
形でスポーツに関わる人たちが集まり議論した。様々
な意見が出たが、「スポーツ×アフリカ」の融合によっ
て日本社会にとっても、参加者にとっても新たな意義・
面白さを生み出せる可能性が確認できた。公開サロン
の内容はNPOサロン 2002 のホームページに今後掲
載するため参照いただきたい。

NPOサロン 2002ホームページ　（月例サロン : 公開サロンレポート）（月例サロン : 公開サロンレポート）

https://www.salon2002.net

フットサルフェスタ 2021でのアフリカチャレンジ（YouTube）フットサルフェスタ 2021でのアフリカチャレンジ（YouTube）
https://www.youtube.com/watch?v=HlCUCQGVDlg https://www.youtube.com/watch?v=HlCUCQGVDlg 

アフリカチャレンジ特設サイト
https://www.cheza.co.jp/news008/
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● 2月 10日　木曜日 19:30 ～ 21:00
フットサルフェスタ 25年目の挑戦
－Africa Challenge とのコラボレーション

● 1月 26日　水曜日 19:30 ～ 21:30

試合中におけるレフェリーの安全管理

● 9月 13日　月曜日 19:30 ～ 21:45

スポーツにおけるマウスガードの効用

● 5月 13日　木曜日 19:00 ～ 21:10
どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？
―2020～ 21のスポーツイベントの実施状況から考える

● 1月 28日　木曜日 19:00 ～ 21:00
第 5回U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ
を振り返って

● 10月 22日　金曜日 19:30 ～ 21:30
サロンファミリーが感じたTOKYO2020
－月例サロン 300回記念

● 7月 16日　金曜日 19:30 ～ 21:30

暑熱下でのスポーツ活動 2.0

● 3月 13日　土曜日 16:00 ～ 18:00
東京都におけるU-18 フットサルの 20年
－過去・現在・そして未来へ向けて

Peatixを用いた月例サロン案内Peatixを用いた月例サロン案内



日本初の女子プロサッカー「WE リーグ」Ⅲ

日本初の女子プロサッカーリーグ
「WEリーグ」

東京オリンピック・パラリンピックが終わった直後の9月12日（土）、
日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」が開幕した。正式名
称は 2021-22 Yogibo WEリーグ（ニセンニジュウイチ ニジュウ
ニ ヨギボー ウィーリーグ）である。

周知のとおり、「なでしこジャパン」は 2011 年の FIFA 女子ワー
ルドカップでアメリカに PK 戦の末勝利し、世界チャンピオンとなった。
東日本大震災で日本中が沈んでいたときに届いた快挙の知らせは、
国民栄誉賞につながるほど日本中を湧き立たせた。

しかし女子サッカーをとりまく環境は、残念ながらほとんど変わら
なかった。日本におけるスポーツの社会的地位の低さとともに、女
性が社会で活躍するうえでの諸課題が“壁”となって立ちふさがって
いたことも影響するのだろう。

WEリーグチェアの岡島喜久子氏から直接話をお聞きする機会を得
た。どのような背景からこのリーグが誕生し、どこへ向かおうとして
いるのか。「プロスポーツが新たに誕生した」というだけでなく、高い
“志”持って始まったWEリーグに注目したい。
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【日　時】 2021 年 8月 23日（月）19：30～ 21：30（終了後はオンライン懇親会 ～ 23：30すぎ）

【会　場】 オンライン（Zoom）

【テーマ】 日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」を語ろう！

【演　者】 岡島喜久子（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ　初代チェア）ほか

【コーディネーター】 中塚義実（NPOサロン理事長／筑波大学附属高校）

【参加者（サロンファミリー）23名】★はNPOサロン会員
　 ★安藤裕一 (GMSS ヒューマンラボ）、江川純子（WEリーグ事務局長）、小幡真一郎、笠野英弘（山
梨学院大学）、加納樹里、熊谷建志（FC城東）、★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、
小松章一、★嶋崎雅規（NPOサロン理事／国際武道大学）、清水諭（筑波大学体育系）、★関秀忠（NPO
サロン理事／弁護士）、高平豊明（サッカー文化フォーラム）、田島璃子（NPOサロン事務局／早稲
田大学 2年）、★田中俊也（三日市整形外科）、★茅野英一（NPOサロン監事／元大学教員）、張寿山
（スフィーダ世田谷／明治大学）、★中塚義実（NPOサロン理事長／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼
玉ソーシャルフットボール協会運営委員／会社員）、本郷由希（会社員）、★本多克己（NPOサロン
理事／阪神ユナイテッド）、守屋佐栄（スフィーダ世田谷サポーター／歩くサッカーのプレーヤー）、★
守屋俊秀（東京都２級審判）、吉原尊男

【参加者（サロンファミリー以外）21名＋ 20名】
　 稲嶺碧（筑波大学附属坂戸高校生）、井上秋香（早稲田大学 4年／大学スポーツチャンネル /Sports 
forsocial）、宇留間範昭（東急）、岡島喜久子（WEリーグチェア）、川崎修（筑波大学附属中学校）、
菊地美里（ヨガインストラクター）、久保田淳（FC東京）、小寺昇二（横河武蔵野スポーツクラブ／
元千葉ロッテ）、小林美由紀（WEリーグ理事）、正松本文宰、杉山さやか（バレンシアCFオフィシャ
ルアカデミージャパン）、鈴木崇正、関佳史（神奈川県サッカー協会副会長）、田中章（元 ( 株 ) ジャ
パンスポーツプロモーション役員）、中村年秀（一般会社員／ベレーザ応援）、平田礼次（フィリピンフッ
トボール連盟ユースダイレクター／ JFA派遣事業派遣指導者）、村松邦子（WEリーグ理事）、山内直
（浦和レッドダイヤモンズ）、吉田匡廣（株式会社ダイシンコラボレーション代表取締役）、來田享子（中
京大学）、渡邉秀幹（プロバドミントンコーチ／ BADMINTONFaun 代表）ほか 20名

【報告書作成者】　守屋俊秀　ほか

【目次】  はじめに（中塚義実）
 Ⅰ． WE  LEAGUE　for　サロン 2002　前半（岡島喜久子）
  Ⅱ．ハーフタイム－質疑応答
 Ⅲ．WE  LEAGUE　for　サロン 2002　後半（岡島喜久子）
 Ⅳ．アディショナルタイム－質疑応答

日本初の女子プロサッカーリーグ

 「WEリーグ」を語ろう！
岡島喜久子（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ　初代チェア）

※公開サロン（通算 298回）として開催（p.108 参照）
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はじめに（中塚義実）

定刻の 7時半になりました。皆さんこんばんは。
NPO法人サロン 2002 が主催する「公開サロン」は
通算 298 回目です。今回は、ご案内のとおり、9月
から始まる「WEリーグ」を取り上げ、そしてなんと
リーグ初代チェアの岡野喜久子さんにお越しいただく
ことができました。
本当にお忙しい中、パラリンピック開幕の前日に、

神戸からご参加してくださいます。
そして今回の「公開サロン」には、事前に 60人以

上の方から参加の申し込みがありました。
我々のこの会は、サロンファミリーという、あらか

じめ登録された方に毎月の案内をさせていただいてい
ますが、それ以外の方でも、テーマに興味もってくれ
ればウェルカムです。今回は、おそらく最も多くの参
加者にきていただきました！

◆ JFA100周年記念事業
今回の案内スライドです。テーマは＜日本初の女子

プロサッカーリーグ「WEリーグ」を語ろう＞です。
今年が JFA100 周年ということで、JFA100 周年

記念事業の申請をしました。ロゴを使わせてもらって
います。
記念行事として認知されたことも、多くの方の目に

触れることに繋がったのかもしれません。

◆注意事項
はじめに諸注意をいたします。記録用に録画をさせ

ていただいております。映像を公開することはありま
せんのでご安心ください。著作権法および他の参加者
の情報保護のため、記録行為をそれぞれが勝手にする
ことは固くお断りします。NPOサロンが責任をもっ
て報告書にまとめ、ホームページで公開いたします。

報告書には、どのような方が参加されたのかという
情報も掲載します。匿名の誰かがこっそり集まって
やっているのではなく、氏素性を明らかにして報告書
にまとめることをずっとやってきました。ホームペー
ジ上に名前が出ますので、公開できる方は氏名と属
性（所属など）をチャットの方にご記入ください。趣
旨はわかるけどホームページに名前や立場を出したく
ない方もいらっしゃると思います。その場合はその旨、
チャットにご記入ください。
プレゼンの間、音声はミュートにしてください。動

画がないので皆さん顔出してもらって大丈夫です。大
きな反応をしてもらえると、話す側もやりやすいです
よね。
質疑応答の時間は設けますが、気付いたことがあれ

ばその都度チャットにご記入下さい。

◆サロン 2002とは
公開サロンが初めての方もいらっしゃると思います

ので、はじめに簡単に、私の方からご説明いたします。
写真は、主催者である NPO 法人サロン 2002 の

ホームページから持ってきました。「スポーツを通し
ての“ゆたかなくらしづくり”」が私たちの“志”です。
何をしているかというと、毎月「月例サロン」をやっ
てます。公開するときとファミリー限定のときがあり
ます。今日は公開型ですね。また、年 1～ 2回「公開
シンポジウム」を行います。公開サロンの大規模版で
す。

事業系のものとしては、毎年 1 月、U-18 年代の
フットサルリーグチャンピオンが集まる競技会を、
toto の助成を受けて長野県千曲市で行っています。ま
た年 1冊、広報誌を発行しています。これも toto の
助成を受けています。オリンピック教育にも取り組ん
でいます。
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“志”に賛同される方ならどなたでも入会できます。
ファミリーの一員になれば、同志との“交流”や、“情
報”が得られ、NPOサロン事業への“優遇”や“参
画”できることがあります。面白そうだなと思ったら、
ぜひホームページからご入会ください！。
申し遅れました。私はNPO法人サロン 2002 理事

長の中塚義実です。筑波大学附属高校の保健体育教師
で、異動もなく、定点観測 35年目になります。顧問
を務める蹴球部は、11人制のサッカーに取り組む男
子、フットサルをやっている男子、フットサルをやっ
ている女子のチームがあります。

◆本日の概要
本企画に至った経緯をお話しします。2021 年 1月、

Football conference が開かれました。これは 2年
に一度、サッカーの指導者資格を持っている人がカテ
ゴリーを越えて集まる場ですが、今年は初めてオンラ
インで開かれ、100 年をいろんな形で振り返るセッ
ションがありました。
その中で、「ボールはなでしこの足元にも転がった

～女子サッカーの発展」というセッションがあり、視
聴しました。JFA女子委員長の今井純子さん、代表監
督の高倉麻子さん、元代表選手で JFA 女子副委員長
の手塚貴子さん、そして右端には、今日もご参加され
ている小林美由紀さん。私は愛情を込めてひらがな三
文字の別の呼び方をしていますが、このような方々が、
日本の女子サッカーのあゆみを、古いところから今日
まで語り合いました。女子サッカーは「なでしこジャ
パン」から始まったのではありません。100年も前か
ら行われていたし、なでしこの活躍以前にいろんな方
が力を注いでいたことが紹介されました。
画面中央に、この時はアメリカにいらしたと思いま

すが、WEリーグ初代チェアの岡島さんがおられます。
9月から始まるWEリーグの理念、方向性を話して
くださいました。すごくインパクトのあるお話でした。
ただ単にスポーツのリーグができるというだけでなく、
もっと社会的な意義を持って企画されているのがすご
く印象に残りました。チャンスがあれば是非サロンで
取り上げたいと思っていたところ、チャンスが巡って
きたわけです。

JFAオフィシャルサイト
「第 12回フットボールカンファレンスが閉幕」
https://www.jfa.jp/coach/news/00026249/

◆岡島チェア紹介
ということで、岡島さんをご紹介させて頂きます。

このスライドはすべてWEリーグのホームページから
の引用です。
出身地は東京都、91年から現在までアメリカ在住

ですが、今はWEリーグ立ち上げで日本に滞在され、
今日は神戸からとお聞きしています。早稲田大学を卒
業してのち、ケミカルバンク、現 JP モルガンチェー
ス銀行東京支店。そのあとも銀行、コンサルタント、
そういった仕事を世界的に展開され、2004 年から
2019 年までメリルリンチ（アメリカ）、そしてWE
リーグへ。

やはり我々が気になるのは球歴、サッカー歴ですね。
1972 年、中学 2年の時、中学校の男子サッカー部

に入部。
実は岡島さんのご講演をお聞きしたことが一度あり

ます。JFAの一室で定期的に開かれていた「日本サッ
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カー史研究会」で話をしてくださいました。そのとき
お聞きしたことですが、入部したサッカー部とは、東
京学芸大学附属中学・高校です。顧問は、松本好市先
生で、私の大学の大先輩になります。当時、全国高体
連の、主に財務のところを一手に担っておられた方で、
その先生が顧問されている男子の部活に入部されたと
いうことです。そして FCジンナンで活動。日本の女
子サッカーの、まさに草分け的な存在として、70年
代の、まだ何もなかった頃から道を切り開いてこられ
ました。
なでしこ以降から女子サッカーに触れた方には、「岡

島チェアってどんな方なの？」と疑問を持っておられ
たかもしれませんが、まさに日本の女子サッカーの最
初のところから関わっておられた方なんだということ
です。
これぐらいのご紹介でよろしいでしょうか。
では、ここから岡島さん、よろしくお願いします。

Ⅰ．WE LEAGUE for サロン 2002
 （岡島　喜久子）＜ 1st HALF>

１．はじめに－自己紹介

WE LEAGUE
For

サロン２００２

岡島喜久子
WEリーグチェア

ご紹介ありがとうございました。1977 年、先ほど
出てきたアジアの大会に私、初めて FCジンナンの単
独チームで参加しました。その時は日本サッカー協会
は女子の登録を認めていませんでした。というか、ま
あ女子は居ないものとして扱われていました。
日本代表で台湾のアジア大会に参加したんですが、

日の丸は胸に付けられない、袖につけて日本代表とし
て出ました。シンガポールやタイ、香港など、他国は
全部代表チームを出していました。これが私の本当の
原点みたいなところです。なぜ日本は女子代表チーム
がないんだろう。それはやはり日本協会に登録できな
かったからなんです。

その時は高校生だったのですが、これはやっぱり代
表チームを作らなきゃってすごく強く思いました。当
時監督をして下さった折井孝男さんが入れ知恵をして
下さり、登録をするにはどうすればよいか、女子サッ
カー連盟を作らなくてはいけない。女子サッカー連盟
は、私 1人ではなく、その当時、三菱重工が女子サッ
カー部を持っていたので、三菱重工のお力をすごく借
りて女子サッカー連盟を 1979年に作りました。
その 1979 年は登録人数が約 900 名、クラブチー

ム登録が 53ぐらいでした。その時は大学生になって
たのですが、設立にも関わったということで理事にな
り、その後事務局長にもなりました。最初の事務局長
は鈴木良平さんだったのですが、西ドイツでコーチに
なられたのでいなくなり、当時の理事長だった森健兒
さんが、「喜久子、お前やれ」ということで、私が事
務局長をしたことがあります。
事務局長だったんですけれども、全国大会は選手と

して出ていました。よく覚えているのは西が丘の試合
前、アップしてた時に「事務局長ちょっと来てくださ
い、緊急なんです」と言われ、私はユニフォームでス
パイクのまま事務室に入った覚えがあります。
ということで、本日は私の話ではなく、WEリーグ

の話をさせていただきたいと思います。

２．WEリーグの理念とビジョン
WE リ ー グ の WE と い う の は、WOMAN 

ENPOWERMENT ということです。

WOMEN EMPOWERMENT LEAGUE

日本はジェンダーギャップ指数で 121 位とか 120
位とか、ごく低迷している国ですね。おそらく皆さん
ご存知だと思いますが、女性の意思決定者が日本には
なかなかいません。政治の世界でも企業のトップでも、
女性は非常に少ない。
スポーツの世界も同様です。オリンピックの参加選

手数は、男子も女子も同じ数でしたし金メダルも女性
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がいっぱい取りました。ただ、サッカー協会には 5人
の女性理事がいますけど、協会など団体の理事は非常
に女性が少ないです。女子スポーツでも同じです。指
導者も女性が少ない。
ということで、やはりジェンダー平等、女性活躍み

たいなものをこう易々として作っていくというような
社会的な意義を持ったニーズです。
こういった形で、新しいリーグになります。今まで

プロの女子リーグは日本にはありませんでしたね。な
でしこリーグというアマチュアのリーグがありますし、
それは続けてあります。

その中で、去年までプロ契約をしていた選手は数名、
10数名。これからたぶん 250名がプロの選手になり、
これから日本では女子サッカー選手というのが仕事の
1つになります。多様な生き方への可能性が生まれる、
女子サッカー選手が子どもの夢になるというところで
す。

これは新しい日本のキックオフだ。

日本初の女性プロサッカーリーグ、
WE LEAGUE。

それは、世界レベルのサッカーが
繰り広げられるリーグであると同時に、

すべての人が輝くためのコミュニティでもあります。

ここから、性別に因われない夢の抱き方が生まれる。
ここから、多様な生き方への可能性が生まれる。
ここから、あたらしい幸せのあり方が生まれる。

プレーでも、社会への貢献でも、
世界一の女子サッカーを目指していくリーグ。

WE LEAGUE。
2021年秋、開幕します。

女子サッカー・スポーツを通じて、

夢や生き方の多様性にあふれ、

一人ひとりが輝く社会の実現・発展に

貢献する。

5

.WE LEAGUEの理念

サッカーを超えてというところで、実は先日バス
ケットボール女子日本リーグ会長の川瀬さん、日本女
子ソフトボールリーグ機構副会長、キャプテンの宇津
木さんと対談する機会がありました。
また、今日神戸にいるのは、先ほど甲子園で女子野

球を見て来たからです。高校の女子野球の決勝戦がは

じめて甲子園で行われ、全日本女子野球連盟代表理事
の山田さん、野球女子日本代表団長の横井さんなどと
も話をしました。

WOMEN EMPOWERMENTを含む

リーグ名称にも象徴されるように

この新たなリーグはサッカーを超えて、この国の女性を支える

さまざまな企業、プレイヤー、機関と一緒に、

わたしたち「WE」の力で

ジェンダー平等、多様性社会を実現していくことを

目指しています。

基本的に、みんな悩んでることが一緒なんです。ソ
フトボールは金メダルを取りました。バスケットボー
ルは銀メダルを取りました。これだけのトップレベル
であったとしても、やはり普及に問題を抱えている、
指導者に問題を抱えている、審判の数が少ない…。今
日の女子野球では 2人女性審判がいましたが、ほとん
どいないと伺いました。
特に普及の部分では、これからどんどん少子化が進

んでいきます。ですから、皆さんにお話ししたいのは、
サッカーというか、スポーツをする女の子を取り合い
するんじゃないということです。バスケットボールに
来てほしい、サッカーに来てほしいというのでなく、
パイを広げていかないといけないと思うんです。
これからパイを広げるっていうのは、スポーツをす

る女の子を増やす。日本でもっともっと増やしていく。
それが日本全体の健康にもつながってくるし、日本の、
スポーツのチームにも、女子スポーツのチームがつな
がってきます。そういったところを横のつながりを
作って、それにスポンサーである企業などを巻き込ん
で、その流れの中心となるのがWE　LEAGUEだと考
えています。

WE　LEAGUE の理念というのは、女子サッカー、
スポーツを通じて、夢や生き方の多様性に溢れ、一人
ひとりが輝く。一つのキーワードは多様性ですね。多
様性というのは、ＬＧＢＴＱ。私たちはＬＧＢＴＱを
やはり大切にして行きたい。そのコミュニティを大切
にして行きたい。女子サッカーに関わるＬＧＢＴＱの
選手たちも、ちゃんと自分らしく生きられるようにし
て行きたい。
サッカーは元々の男の子のスポーツでした。日本で
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は特にそうでした。それを女子がやるということで、
「女の子なのに」という気持ちがあった人がいっぱい
います。さらに、男らしいスポーツをすることで、割
と男っぽい女の子が集まってるからＬＧＢＴＱも多い
です。ほかのスポーツに比べて受け入れられていると
ころがあります。多様性というところにはもちろん、
支える方、見る方には障がい者の方にも来ていただき
たいということもありますけれども、ＬＧＢＴＱのと
ころも大切にして行きたいところだと考えています。

理念やビジョンをわかりやすく示しました。一番上
に理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き
方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・
発展に貢献する」ことが掲げられています。左側の社
会事業が「世界一アクティブな女性コミュニティへ」。
これが社会に変化をもたらす動きをしていこうという
ところです。右側にサッカー事業、これはやはり「世
界一の女子サッカーを」ということで、なでしこジャ
パンをもう一度世界一にするということを目標として
います。この中にはもちろん普及のことも含まれます。
この 2つの両輪を使って、最終的には「世界一のリー
グ環境を」。事業基盤として確固たるものにしていく
形です。まだ世界一のリーグとは全然言えません。い
まはやはりヨーロッパやアメリカが進んでいると思い
ます。そちらに行けるような形でリーグの発展を考え
ていきたいと思っています。
WEリーグでは、具体的にリーグの目指す姿を考

えて、中長期計画を立てるようにしています。今年
2021 年は、まずはリーグを認知してもらい、サポー
ターを増やしていったり、事業基盤を確立させたりと
いうところがあります。将来的にはやはりジェンダー

平等というのが、2030 年には普
通のことになっていて、普通に
なった根幹に女子スポーツがある
と。女子スポーツが子どもたちの
夢になるような形を考えています。
小学生のなりたい職業、女の子

のなりたい職業をみますと、一位
が芸能人、二位がユーチューバー、
三位がお菓子職人なんですね。9
位ぐらいに小学校の先生が入りま
す。やはり目立つ、みんなが憧れ
るような職業、芸能人みたいな感
じなんですよ。男の子だとＪリー
ガーが上位に入ってきます。

3 年後、5 年後には、WE　LEAGUE が、女子の
サッカー選手が、夢の職業の一つに入ってほしいと考
えます。スペインはプロ化して数年経ちますが、5年
目には、スペインの女の子のなりたい職業の一つに、
5位とか 6位だったと思いますけど、女子サッカー選
手が入ってきました。ですから夢ではない。できれば
女の子の憧れの職業になるようなところを目指してい
きたいと思っています。

３．WEリーグの構成・構造

参参加加1111ククララブブ マイナビ仙台レディース

大宮アルディージャ
VENTUS

ちふれASエルフェン埼玉

三菱重工
浦和レッズレディース
ジェフユナイテッド市原・
千葉レディース
日テレ・東京ヴェルディ
ベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原

アルビレックス新潟レディース

ＡＣ長野パルセイロ・レディース

INAC神戸レオネッサ

サンフレッチェ広島レジーナ

11CLUBS

ちふれ

サッカーの方でいきますと、今年は 11チームで始
まります。右上のマイナビ仙台というのは仙台のチー
ムで、浦和、大宮、熊谷と埼玉県に 3チームありま
す。千葉、東京、神奈川、左側にいきますと新潟、長
野、そして神戸とサンフレッチェ広島レジーナ。この
うち 8チームが男子の Jリーグのクラブが持っている
というかかかわりがあるクラブです。全く男子チーム
を持たないクラブが三つあります。それが TNAC神
戸レオネッサ、ちふれASエルフェン埼玉、ノジマス
テラ神奈川です。新しくできたチームは 2つあり、大

世界一アクティブな
女性コミュニティへ。

世界一のリーグ価値を。

VISION 01：社会事業

・女性が起点となり、社会全体に前向きな変化
を生み出す原動力になる。

・スポーツの枠を超えて、さまざまな個人、団体、
企業の集まるプラットフォームとなる。

・世界トップ水準の競技力を維持し
世界のトップ、選手が集うリーグとなる。

・世界最高水準の選手・スタッフを輩出する。
・日本全国で女子サッカーの競技力のボトムアップ
を実現する。

・日本各地に女子がサッカーを楽しめる場を広げる。

・社会面、競技面の発展を支える、リーグ基盤（財政・組織）を確固たるものとする。
・リーグの本質的価値を事業成果としてあらわす。
・多種多様な働き方を内包した、社会のロールモデルとなる組織を実現する。

WE LEAGUEの理念、ビジョン

女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、
一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する。

理念

世界一の女子サッカーを。

VISION 02：サッカー事業

世界一のリーグ価値を。
・社会面、競技面の発展を支える、リーグ基盤（財政・組織）を確固たるものとする。
・リーグの本質的価値を事業成果としてあらわす。
・多種多様な働き方を内包した、社会のロールモデルとなる組織を実現する。

WE ACTION WE LEAGUEVISION 03：事業基盤



52

宮アルディージャヴェントスという Jリーグのクラブ
が作った女子チームで、サンフレッチェ広島レジーナ
も、サンフレッチェ広島が作ったクラブです。
なぜ 11 クラブなのか。10 でも 8でもなく、と言

われることが多いです。まず参入基準を出してクラブ
を募りました。17 団体が参入を希望されました。3
～ 4回審査委員会を開いて審査をした結果、11まで
は割と簡単に決まりました。11のうち 3落とすかひ
とつ落とかとなった時に、票がすごく割れました。こ
の 11クラブ全部が魅力があり、もちろん参入基準も
満たしており、財政的にもしっかりしたクラブです。
最終的に 11クラブでいきましょうと決めた経緯があ
ります。
サッカーは 2チームずつ試合をやりますから、1ク

ラブは毎週あぶれます。その 1クラブは「理念推進日」
ということで、理念推進活動をしていただきます。こ
れは、各クラブや選手が決めてもらうのですが、はじ
めは地域の小・中学校に行ってサッカー教室をするの
でもいいのですが、将来的には地元のコミュニティを
活性化する、地元コミュニティの貢献になるような活
動するようお願いしています。その根底には、ジェン
ダー平等という理念を作っていく過程で、選手がその
ままコミュニティと関わることで、セカンドキャリア
にも繋がると思いますし、そういった経験ができるこ
とでお子さん達と話すことで発信力も出てきます。そ
して、お子さん達と触れ合うことで試合会場に来ても
らうような取り組みもできるかなと思っています。

WEリーグの構造WEリーグの構造

WE　LEAGUEの構造ですが、先ほど言いましたよ
うになでしこリーグというのはまだあります。なでし
こリーグがアマチュアのリーグですね。なでしこリー
グ 1部 2部があって、その上にというか、別構造とし
てWE　LEAGUE があります。当面、降格はなしで、
なでしこリーグから優勝チームが自動的に昇格すると
いうわけではなく、これから数年は参入基準を満たし

たクラブについて審査委員会は審査をし、参入を決め
る形になります。なでしこリーグを経ずに、地域リー
グから参入されても構いませんし、全く新しいクラブ
は大宮アルディージャヴェントスのように、Jリーグ
のクラブがまったく新しい女子チームをつくるという
可能性もあるでしょう。

４．日本の女子スポーツの課題

日本の女子スポーツの課題

１．女性指導者の少なさ
選手の自己効力感の低さにつながる

２．競技団体の女性役員の少なさ
「社外取締役」

３．学校教育の中のスポーツ
遊びがない、拘束時間が長い
上下関係

４．少子化で子供の数自体が減少

日本の女子スポーツの課題ですが、女子野球、バス
ケットボール、ソフトボールのトップレベルの指導者
と話をすると、だいたい皆さん同じような課題を感じ
ておられます。指導者の少なさ、競技団体の女性役員
の少なさ、学校教育の中のスポーツの限界ということ
です。
女性指導者が少ないのは、サッカーは男性のスポー

ツでしたので、サッカー選手の中から指導者が出てく
ると、競技人口がそれほど多くない女子の中で女子指
導者がそれほど多くないのもやむを得ないことではあ
ります。いま、S級ライセンスが最上級の資格ですが、
男子が 500人で女性は 9人です。
選手の自己効力感の低さに繋がるのは、男性の指導

者はどうしても男女を比べてしまうんですね。男子と
女子は当然キック力が違います、走る速度も違います、
筋力も違います。男子だったらここまでできるのにと
いう意識が態度に現われたり口に出てしまったりする
ことが多い。それが効力感の低さにつながってくるか
なと思います。Jリーグのクラブだと、「上位リーグで
稼いだお金で女子をやってあげている」というような
態度や言葉がどうしても出てしまうので、女子選手は
肩身の狭い思いをしてきたところがあります。
競技団体の女性役員は、少ないです。私はサッカー

をしてました、今井委員長も小林美由紀さんもサッ
カーしてました。サッカーをしてた人が理事に入って
くることはありますが、他の競技団体を見てみると、
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そういう人はごく一部。いわゆる社外取締役、社外取
締役はもちろん、別の業界からくる方は数合わせで入
れることが多い。もちろんそういった方は、他の業界
での知識、知見がありますから貢献して頂くのですが。
社外取締役はあるけれども、プレーをしてきた人は少
ない気がします。
学校教育の中でのスポーツは、拘束時間が長く、遊

びの部分がないということを、私はアメリカのスポー
ツを見てきたのですごく感じます。アメリカも教え
ちゃうところがあるんです。そうすると、スペイン、
メキシコ、ブラジルのように、遊びから来た選手の創
造力には負けるところがあるんじゃないかと考えます。
また上下関係は、日本の共通の課題として克服したい
ところだと思います。私はクラブチームで育ってきた
ので上下関係はあまりなかったのですが、学校におい
ては上下関係が厳しいところはあるかと思います。
全体的にみて、やはり少子化で子供の数自体が減っ

てきていますね。先ほども言いましたが、パイを取り
合うんじゃなくて、女子スポーツ全体で同じような課
題を抱えているので、パイを大きくしようと。中学校
でクラブ活動としてやってほしいし、クラブ数、女子
のスポーツ人口、女の子がスポーツをする機会を増や
して行きたいなと思います。

５．WEリーグの取り組み
１）指導者資格の取得

WEリーグでの取り組み

• 参入基準段階でのリクエスト
・ククララブブのの役役職職員員をを5500％％以以上上女女性性
・・意意志志決決定定ををすするる役役員員にに必必ずず女女性性をを11名名入入れれるる
・・ココーーチチンンググススタタッッフフにに必必ずず女女性性をを11名名入入れれるる
・・試試合合会会場場にに託託児児所所をを儲儲けけるる（（数数年年のの猶猶予予あありり））
・・ククララブブにに理理念念担担当当者者のの設設置置（（理理念念推推進進部部：：eemmppoowweerrmmeenntt ddiivviissiioonn))

• 意思決定者養成
• JFA/WEリーグ主催 女性リーダーシップ研修

• 指導者養成
• C級ライセンスは選手全員が受講
• Aプロライセンスを創設

WE　LEAGUEではどういう取り組みをしてるかと
いうと、まず参入基準でのリクエストとして、クラブ
の役職員 50%以上は女性、意思決定をする役員に必
ず女性一名。コーチ・監督に女性 一名、あとは試合会
場に託児所を設ける、理念担当者をクラブに設置する
ことを掲げています。もちろんWE　LEAGUEの中に
もクラブ理念推進部があります。こういった形で、ク
ラブそのものが将来の女子選手のセカンドキャリアの
受け皿になって欲しいという気持ちもありますし、意
思決定者の中で多様性を持っていただくことで、いろ
んな意見を出してほしい。ジェンダー平等を掲げてい

るので、意思決定者に女性を入れてほしいんですね。

そのためには、JFA とWE　LEAGUE が主催して
「女性リーダーシップ研修」を行なっています。第一
回はもう終わっていて、いま第 2回に入っています。
その中でジェンダーの話をはじめ、リーダーになるた
めいろいろな講師をお呼びしてお話をしてもらってい
るところです。選手にとっては指導者になってほしい。
全員が全然ならなくてもいいんですけれども、C級ラ
イセンスは選手のうちに、全員がとってもらう形にし
ています。プロライセンスも創設しています。

指指導導者者ラライイセセンンスス

これがサッカー協会の指導者ライセンスの形で
す。Ｓ級がトップ。Ｓ級になると、J リーグ、W E　
LEAGUE、代表監督などの監督になることができます。
その下にA級 B級 C級D級がある。選 手全員が取る
のは下から 2番目のライセンスです。選手であるう
ちに取ってもらいます。もちろん選手のうちに B級ま
で取ることは可能だと思います。その後、A級になっ
て監督になってほしいという気持ちがあります。い
ま、A級に「Aプロライセンス」を新し く女性限定で
設定しました。私が設定した訳じゃなく、サッカー協
会が設定してくださいました。講習会をして合格する
と、Aプロというタイトルが使えて、WE　LEAGUE
の監督になれます。女性限定で。Ｓ級のコンバージョ
ン試験を受けてＳ級になることできます。さっきも言
いましたが、Ｓ級を持っている男子は 500 人、女子
は 9人です。なるべく女性を増やしていきたい気持ち
があります。
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WEリーグの取り組み 2

• 選手のセカンドキャリア
• JICAとの取り組み、アジア指導者派遣
• JFA アジア貢献事業
• 河本菜穂子(モンゴルU-17、U-20代表監督)など
• 代表選手クラス：経団連の企業でのインターンシップ

• 選手のプロ意識と理念推進
事務局に理念推進部 各クラブにも理念推進担当
WEリーガー研修
選手によるクレド（行動規範）作成

「WEミーティング」

• ダイハツと一緒に各地でサッカースクール
子供が選手と接触する機会を増やす

２）選手のセカンドキャリア
WE　LEAGUEとして取り組むのは、セカンドキャ

リア。選手である期間は限られています。セカンド
キャリアを、なるべく道筋を作ってあげたいと考えて
います。JICA との連携で、アジアへの指導者派遣と
いうアジア事業に取り組んでいます。サッカー協会は
アジア貢献事業を行っていて、アジア各国に指導者を
派遣しています。それは、アジア全体のレベルが上が
ることで日本のレベルも上がるということです。例え
ばワールドカップ予選やオリンピックの予選で真剣勝
負をしますが、そこでレベルの高い試合をすることで、
本大会での力が作られていくと思います。
今回なでしこジャパンは、強化試合がなかなか出来ま

せんでした。コロナの影響です。強化で来ていただいたの
はウルグアイ。8-0でした。それとメキシコ。ちょっと力
が弱いところになってしまったんですね。そうするとやは
り本戦のところでなかなか難しいところがあります。
FIFA も女子サッカーを発展させようとして、女子

サッカーをやる国には 50万ドル、大体 5,000 万円余
りのお金を出すことになりました。そうすると、今ま
であまり女子のサッカーに取り組んでこなかったアジ
アの国が、5,000 万円もらえるんだったらやろうとい
うことで、取り組みを始めます。しかしその国には女
子の指導者はそれほどいません。宗教的な理由、特に
イスラム教の国などは、文化的な要素で、男性指導者
にサッカーを教えて欲しくないという親御さんがいっ
ぱいいます。そうすると、やはり女性指導者が必要に
なってきます。アジアの中ではサッカー先進国である
日本に、指導者の派遣要請が最近とても多く来たと聞
いています。出来れば 2年でも 3年でも海外に行って
指導者になってほしい。そうすると社会的な経験を積
めると思います。すでにモンゴルや台湾、タイに女子
の監督、コーチを派遣しています。

あとは代表選手クラスですけれども、引退したらサッ
カーをやりたくないという人は、経団連と話をしてい
るのですが、企業での社長秘書室みたいなところで1ヶ
月とか2ヶ月インターンシップをしてもらいたいとい
うように、経団連にお願いをしているところです。

WEリーグの取り組み 2

• 選手のセカンドキャリア
• JICAとの取り組み、アジア指導者派遣
• JFA アジア貢献事業
• 河本菜穂子(モンゴルU-17、U-20代表監督)など
• 代表選手クラス：経団連の企業でのインターンシップ

• 選手のプロ意識と理念推進
事務局に理念推進部 各クラブにも理念推進担当
WEリーガー研修
選手によるクレド（行動規範）作成

「WEミーティング」

• ダイハツと一緒に各地でサッカースクール
子供が選手と接触する機会を増やす

３）選手のプロ意識と理念推進
プロ意識のところですが、WE　LEAGUER 研修で、

プロ意識を持ってもらうために、Jリーグの選手など
にお話をしてもらったりしています。
あとはクレドという行動規範を作ることになってい

ます。次のスライドでお話します。
あとはダイハツと一緒に各地でサッカースクールを

するということで、子どもと選手が接触する機会を作
ります。

“WE meeting”

Credo ～クレド（行動規範）

・ 各クラブから代表1名で３回のミーティング

・ 宿題として各クラブで相談

・ 「私たちは将来を担う子供達に『？？？』を約束します」

・ 夢、希望、お手本、あこがれ

選手宣誓のような形で、開幕戦で発表

これがWE meeting という、クレド（行動規範）
を作るミーティングです。各クラブから選手を一人出
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してもらい、11クラブの選手が集まります。私もオ
ンラインで参加しました。3回のミーティングを経て、
宿題を各クラブに持ち帰ってもらい、自分たちのクラ
ブの中で相談してもらいます。例えば「私たちは将来
を担う子どもたちにちゃんと、なんとかなんとかをお
約束します」と。「なんとかなんとか」の部分を選手
の中で相談し、次の時に持ってきてね、という宿題で
す。その答えとしては、夢や希望やお手本から、私た
ちは将来を担う子どもたちの夢になります、夢を約束
します、憧れを約束します、みたいなことを、話し
合ってきた言葉を持ってきてもらいました。
実はもうできているのですが、まだ発表していませ

ん。開幕戦で選手が選手宣誓のような形で発表するこ
とを考えています。

Ⅱ．ハーフタイム　質疑応答

中 塚：話を聞いていただいておわかりだと思いますが、
女子サッカーのプロの全国リーグが始まるだけでは
ありません。サッカーだけじゃなくいろんなスポー
ツへ働きかけ、女性の地位向上、社会課題の一つと
してのジェンダー平等に取り組む大きなプロジェク
トだということです。
ここまでのところでご質問等いただければと思い

ます。
さっそく張さんからチャットに質問と意見があ り

ました。「なぜ今まであったなでしこビジョンとは
別に、新たに設定しなければいけなかったか」。こ
の質問に加えて私の方からも。2011 年になでしこ
が世界一になりました。あの時のインタビューだっ
たと思いますが、次はなでしこリーグを見に来てく
ださいと言っていた選手がいたと思います。一時的
には盛り上がりましたが、なかなか持続しない。も
しかするとその辺りが一つの動機になって、単に女
子サッカーのプロリーグを作るだけでなく、プラス
アルファのメッセージを込めた今回のリーグにつな
がったのかなという気がしています。どうでしょう
か。
張さんから、ご質問の趣旨を、私が添えたことも

含めてコメントいただけますか。

張 ：ありがとうございます。スフィーダ世田谷の張と
言います。いま中塚さんがまとめてくださったとお
りです。僕の最初の質問は、WEリーグの理念は別

に悪くないし、これはこれで一つの形になると思い
ますが、あえて新しいものを作って、どこに違いが
あるのだろうということです。この説明が今まであ
まり聞く機会がなかったので、今日お聞きしたいと
思った次第です。

岡 島：私はなでしこビジョンに全然関わってないので、
あまりよくわからないんですが、WE　LEAGUEが
なぜこのようになったかというと、やはりある程度、
スポンサーを集めるのがすごく大切なことだったん
ですね。スポンサーを集めるためのパートナー企業、
理念に賛同してもらうパートナーを集める。その際、
女性活躍という文脈が、今の日本ではすごく大切な
ことになってきます。特に女子サッカーは、男子の
スポーツであったところに女子が入ってきた。なの
で差別を受けていた時間が長いんですよ。そういう
基盤があるので、女性活躍とかジェンダー平等と
か、女性が男性社会で活躍していく意味を問えるス
ポーツなんです。ジェンダー平等、女性活躍を推進
していくリーグという形で、スポンサーに話を持っ
て行きやすかったというところが、すごく大きなと
ころですね。2011 年にプロリーグを作ろうと思っ
ても、たぶん用意ができてなかったというのはあり
ます。企業が女子スポーツに投資していく気持ち
は、まずその時点ではなかったと思います。ただあ
の時、なでしこジャパンが優勝して注目されました。
女子スポーツ界にとってとても大切だったことは、
女子スポーツ選手の待遇がすごく悪かった。みんな
アルバイトをしながら、仕事をしながらサッカーを
していました。それでも世界大会に勝ってきたんで
すね。待遇が悪い中で勝ったことが注目されて、女
子スポーツの待遇がすごく悪かったというのを広く
知らしめたという意義はとても大きかったと思いま
す。ただ、やはり時期的には、企業が長く投資する
用意ができていなかったところがあります。ですか
ら、そういった意味では、説得力のある形でWE　
LEAGUEの理念を考えて、そこが出発点ではないで
すけれども、社会的な意義を前に出すことによって、
スポンサー企業が賛同してくれたところがあると思
います。「なでしこビジョン」は、基本的には女子サッ
カー全体のことですよね。リーグというわけではな
く。すみません、「なでしこビジョン」というのが、
ちょっと全然わかんないんですけど。

張 ：簡単だから、じゃあ紹介していいですか。3つあっ
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て、１）サッカーを女性の身近なスポーツにする。２）
なでしこジャパンが世界のトップクラスであり続け
る。３）世界基準の個を育成する。そして女性が輝
く社会をつくる。

岡 島：なるほど。

張 ：ということで、まあそんなに違わないような気も
するんです。

岡 島：なるほど。もう一つ、すごく大きな違いは横の
繋がりです。他のスポーツとつながっていく。さっ
きも言いましたけど、女子スポーツって同じ課題を
抱えているんですね。なでしこビジョンって言うと
どちらかというとサッカーの世界だけじゃないです
か。だからここで他のスポーツを巻き込んでいこう
というところがちょっと違うかな。でも基本的には
そんなに違わないですね。
小林美由紀さん、何か足すことありま すか？

小 林：はい。小林美由紀です。ご無沙汰の方もいらっ
しゃると思いますけれど、中塚さんの話の中では
みーみですのでよろしくお願いします。いまWE
リーグの方で理念推進を担当してます。「なでしこビ
ジョン」っていうのは日本サッカー全体のビジョン
です。目指すものは同じですけど、WE　LEAGUE
は、サッカーの選手がサッカーでお金をもらうこと
で社会を変えられるという論理だと思います。なの
で、新たに作ったというか、目指すものは同じです
けど、一人ひとりが輝く女子サッカーのダイバーシ
ティのところも合わせながらやったと。それが私の
解釈です。

中 塚：より社会課題に近い形で再生されたと、一言で
言うとそういうことですか？

小 林：はい。そういうことです。

中 塚：ありがとうございます。その関連になるかもし
れませんが、菊地さんから質問があります。すぐに
答えてもらえるかもしれないので、菊地さんの口か
らお願いします。

菊地：こんばんは、菊地と申します。ヨガのインスト
ラクターしております。私はサッカーを全くやった事

がなくて、WE　LEAGUE のことも全く分からずに、
予習をしてから今日この会に参加しました。だから
WE　LEAGUE のWEの訳とか、そういうのも勉強
してから参加させて貰っています。WE　LEAGUEの
Wがウーマンで Eがエンパワーメントの意味じゃな
いですか。エンパワーメントとは、能力強化と訳され
ることが多いんですけど、能力強化と言うと、少しマ
イナスなイメージがあるなと思いました。たぶんもっ
と違う言葉があるのではないか。岡島さんが思うエン
パワーメントの訳みたいなのって何かあるのかなと
思って質問させてもらいました。

中 塚：続けて山内さんからも、おそらく同じような趣
旨の質問が届いています。浦和レッズの山内さん、
どうぞ。

山 内：浦和レッズの山内です。今の菊地さんの質問に
似ていますが、どうも JリーグもWE　LEAGUEも
横文字が多いと思います。横文字は、その人の取り
方、解釈によって全く違う意味にもなりえます。私
たちは日本人なので、日本人に伝わる言葉を使って
ほしいです。例えば、今のエンパワーメントですが、
エンパワーメントとはWE　LEAGUEではこういう
意味で使っていますと明確にして伝えていただきた
い。受け取った人々がそれぞれが違う解釈してしま
うということが一番怖く感じています。その辺、統
一見解をいただければと思います。

岡 島：わかりました。ここも理念推進担当の小林美由
紀さん、どうですか？　理念推進部は英語でエンパ
ワーメントディビジョンって言うんですよ。

小 林：エンパワーメントって、先ほどご指摘があっ
たように難しいですね。それを能力強化というと
ちょっと違うなと思うので。エンパワーメントとい
う言葉自体はすごく難しいのですが、ジェンダーな
どの世界ではよく使われています。だから使ったと
いう訳ではないんですけど。今回のWE　LEAGUE
Ｒ研修で全員に向かってやったのは、エンパワーメ
ントという言葉をエンとパワーとメントに分けて考
えました。パワー。選手、まあ、女性には多いんで
すけど、選手が全く自分のいいところとか自信とか
がないので、まずは自分のパワーを見つけましょう
というのをテーマに実施しました。パワーというの
は自分の良いところ。自分が伸ばせる自分の良いと
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こですね。それはサッカーでもいいし人間的なとこ
ろでもいい。何でもいいんですけど、そのパワー
を、エンっていうのは力をつけるということなの
で、そのパワーをまずは自分でつけて、自分で見つ
けて、それを伸ばしていくことで、より自信を持
つ。自信を持っている人が周りの人をもっと、例え
ば心が豊かになったり、これでいいんだと思った
りっていうようなエンパワーされるんだよっていう
解釈をしています。そのパワーは何でもよくて、そ
ういうみんながサッカーの中で元気に、自分の自信
を持ってやっていることで、ほかの人たちがエンパ
ワーするっていう。カタカナ使っちゃってるんです
けど。そういう新しいエンパワーっていう言葉で、
日本語だと表現しにくいところを表現しようとして
います。本当だったら、岡島さんもよく言ってます
けど「女性活躍」じゃないよねと。女性だけのこと
じゃない。でも、女性が力をつける。この、男性の
ドメインであるサッカーという中で、女性がすごく
輝いていることを見せることで、ほかの女性たち、
もちろん男性たち、いろんな人が力をつける。つけ
て元気になって生き生きとできるということがエン
パワーメントかなと思ってるので、そういう解釈で
使っています。もちろん日本語にできるのであれば
というか、本当は見つけなきゃいけないのかもしれ
ませんけど、そういうことで、ウーマンエンパワー
メントとのエンパワーメントは 、選手でそうやって
エンパワーメントっていう言葉を自分で解釈して、
まわりをパワーメントしていきましょうっていう話
をしています。

中 塚：山内さん、菊地さん、よろしいですか？

山 内：すみません、私は、通訳をしているので、言葉、
伝えるというものを大切にしています。今おっしゃ
られた説明を聞いた報道関係者の方々は、10人い
たらそれぞれの解釈で報道します。そしてそれを受
け取った人たちが、またそれぞれが違う解釈する。
ということは、WEリーグのエンパワーメントとは
何という話になってしまい、WEリーグが主張して
いるエンパワーメントとはどういう意味なのか伝わ
らないと思います。
9月に埼玉県内の女子高の 2年生に SDGｓにつ

いてお話をする機会があるので三菱重工浦和レッズ
レディースとWEリーグについてお話しようと思っ
ていますが、今の状態では生徒さんたちには伝えら

れません。WEリーグとは何、そしてエンパワーメ
ントとはこういう意味だというものが欲しいです。

岡 島：やはり自分に自信をつけるというのが一つある
と思うんですね。私はアメリカから見ていると、日
本人の女性の自己肯定感がすごく低いのが気になり
ます。自己肯定感が低いというのは、例えば具体的
には、上司から昇進の問い合わせ、昇進して次のポ
ジションに行ってみないかと言われたときに、い
や、私なんてとてもとか、もう出世したくないです
とか、そういうふうに断ってしまう女性が日本は多
いです。アメリカに比べるとすごくすごく多い。そ
れってやっぱり自己肯定感がないからで、自分に自
信がない。自分に自信をつけてもらうっていうのが
あり、エンパワーメントの根底にある考え方だと思
うんですね。だから、自分に自信があれば、次のポ
ジションにもチャレンジしていけるし、自分が思っ
た通りの生き方ができる。それを普通にできるよう
な社会というのが、女性がエンパワーしている社会
であると私は捉えています。やはり自分に自信をつ
ける、自分が思ったように発言したりすることがで
きる。そういう能力ができてくることが、女性がエ
ンパワーメントするということ。
あとはもうちょっと次の段階に行くと、やはり意

思決定をする社会の中で、意思決定をする力をつけ
る。もう一段階、社会に対する自信を持った人が、
社会の中で、または組織の中で意思決定をする力を
持つというのがエンパワーメント。

中 塚：議論している中で、先程の菊地さんから「可能性」
という言葉がチャットの方に書かれました。そのよ
うにも受け止められますね。
中京大学の來田享子さんがこの件でコメントされ

ています。「日本スポーツとジェンダー学会」の会
長をなさっており、オリンピック・パラリンピック
組織委員会にも、森喜朗前会長のごたごたのあとで
女性理事として入られ、積極的にコメントを社会的
に発信されている方です。來田さんからこの件でコ
メントいただけないでしょうか。

來 田：岡島さん、ありがとうございます。大変興味深
く拝聴させて頂きました。ジェンダー関係の分野で
は、どうしてもカタカナ語で通用してしまっている
ところがあると思います。ご質問にあった「エンパ
ワーメント」は、岡島さんのお返事にもありました
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が、場面によって、働きかけが違ってくる言葉だろ
うと思います。例えばイスラム圏などにみられるよ
うな宗教的な制約によって外に出て行くことすらな
かなかできないような女性たちに対するエンパワー
メントと、それよりはジェンダー平等が達成されて
いるような場所で女性のリーダーシップの能力を高
めたり、意思決定者としての役割を果たせる社会を
めざすために語られるエンパワーメントは、働き
かける方向、とられる方策、働きかけの結果の評価
やその方法は異なります。なので、なかなか一様に
説明するのが難しいんじゃないかと私は思っていま
す。ひとまず子どもたちにわかりやすく説明する言
葉としては、チャットに書いたんですけど、その人
らしさ、あるいはその人の能力を開花させる、花開
かせるという、という説明で伝えることが出来たら
わかりやすいかな、と思いました。

中 塚：ありがとうございました。菊地さんが言ってく
ださった「可能性」とも繋がってくるかもしれませ
んね。

岡 島：來田さん、ありがとうございます。聞いていた
だいてとても光栄です。

中 塚：議論をもう少し続けます。東急の宇留間さんか
らの質問が 2点あります。宇留間さん、直接お願い
します。

宇留間：東急の宇留間と申します。まず純粋に、
どういう国をベンチマークとしてみるべきかという
のを考えた方が、男性サッカーとの比較においても
わかりやすいと思います。本当にアメリカやヨー
ロッパ諸国が、日本と、この前のオリンピックを拝
見する限りは多少差がついたように見えますが、本
当に普及と連動してるかどうかというところが疑問
の一つ目です。二つ目も連動しており、普及をまず
目指すのであれば、11人制はやはり社会人になれ
ばなるほど人を集めるのが厳しくなってきます。い
ろんなプライベートを抱えながら、サッカーと仕事、
生活を両立させることを考えた時、やはり女性の方
のほうが制約が大きいことを考えると、できるだけ
少人数でもできるような接点を持つことが良いので
はないか。フットサルであれば、年代の差がある意
味なくなってきますので、普及というのはすごく接
点が増えるんじゃないかなと思います。そういった

普及のさせ方は、いろんなことをうまく見ながらや
ることが重要で、普及させていくっていうことが先
決ではないかと、今までの話を聞きながら思いまし
た。

岡 島：ありがとうございます。まず一つ目は各国の
チームの強さと普及度ということですね。まず普及
度でいきます。アメリカは長いこと女子サッカーの
トップの地位を保ってきました。アメリカの女子
サッカー人口はだいたい 160 万人ぐらいで、日本
は59,000人。非常に大きな差があります。ヨーロッ
パ全体はちょっと数字がわかりませんが、かなり普
及してきています。強さでいうと、やはりプロリー
グというものが非常に大きな意味を持っています。
おそらく皆さんご存知だと思いますが、ヨーロッパ
は、トップのクラブ、バルセロナとかチェルシーと
かアーセナル、マンチェスターユナイテッドとかが、
女子にお金をかけ始めています。すごくかけていま
す。それによって強化をし、世界中からいい女子選
手がヨーロッパに集まってきています。スペインも、
ラ・リーガのチーム全部が女子チームを持っており、
スペイン政府が女子サッカーを進めている形になっ
ています。ですからスペインはすごく短期的にトッ
プチームの力が高まった国だと思います。普及もあ
りますけど、プロリーグの存在というのが強化には
大きな力を持っていると考えます。今回の五輪でな
でしこジャパンがベスト 8で終わってしまいまし
たが、これは今までの集大成の結果です。私たちは
WE　LEAGUE が始まる今年から、2023 年のワー
ルドカップ、2024 年のパリオリンピックを見てく
ださい、というふうにお伝えしています。
普及の方ですが、大人はやはりフットサルがいい

と思います。子どもも、はじめは少人数からスター
トすればいいんですが、女子サッカーの場合、特に
中学生年代ががたんと減ります。野球もソフトボー
ルも同じで、中学校に部活がない。小学校の時は男
子と一緒に野球やソフトボール、軟式野球をやって
いても、中学校になるとクラブがない。私たちが考
えるのは、中学校で女子サッカー部を作っていかな
いとなかなか普及につながってこないというところ
です。一つの対抗策というか施策としてサッカー協
会が決定したのは、2023 年から国体で少年女子が
始まります。16歳以下ですから、高校 1年生と中
学 3年生が参加できます。それによって中学校が
女子のサッカー部を作ってくれないかなという期待
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があります。今日、女子野球連盟の方とお話しし
ましたが、やはり皆さん同じです。中学校でクラブ
がないと、という気持ちがあるので、横のつながり
を持って対応していきたい。文科省にもっと女子の
クラブを作るよう働きかけるようなことができない
かと考えています。中体連、サッカー協会もそうな
んですけど、中体連は独自の考えをお持ちで、私た
ちの方から女子のサッカーを進めて欲しいと言って
も、事情もあるし、教員でコーチをする人がいない
ということもあって、なかなか作っていただけない
状況が続いています。そこの部分は非常に重要なの
で、これからも努力して中学生、あるいは小学生か
らつながる中学生の女子サッカーを続けていきたい
なと思います。社会人になれば、おっしゃるとおり、
フットサルが入門としてはとてもいいと思います
が、やっぱりそれはトップにはつながってこないで
しょうね。大人になってから始めると、どうしても
なでしこジャパンには行けません。な でしこジャパ
ンを強くする、世界レベルに繋げていくには、小学
校、中学校でちゃんとプレーする環境を作っていか
なくてはいけないと思います。

中 塚：宇留間さんは東急で東京都のユース年代のフッ
トサルを支援してくださった経緯もありますよね。

宇 留間：グループとしても東急レイエスというサッ
カーチームを持っていたりして、小学校年代から社
会人まで、一応街づくりとサッカーをということで
いろいろやっていたこともあったので。やはり女性
の活躍ということについては、当社が行っている事
業フィールドから見てもすごく後押ししたいなと思
います。その中で、女性ならではの難しいところも
あるんだろうなと思い、すごく関心があって今日に
参加した次第です。

中 塚：ありがとうございます。

岡 島：フットサルチームって結構ありますか？

宇 留間：フットサルはあると思いますね。あと個人的
には、やはり親の理解がないとお子さんがサッカー
を始めたり継続するのが女性の場合は難しいんじゃ
ないでしょうか。親との距離感が男性よりも女性の
方が近いと思います。親の理解を促す意味でも。親
の世代とか、そこに至るまでの各年代の方々と接点

を持つのが必要ではないかと思います。

岡 島：そうですね。親の理解、あと親の協力はやっぱ
りとても大切です。とくにチースポーツを行うメ
リットを親御さんに理解していただくことは必要だ
と思います。私は、中学生からですけど、サッカー
をやっていたことがビジネスに役立つことがとても
ありました。具体的に言いますと、チームワーク。
自分が、その仕事が、会社全体の利益につながると
みる。自分そのものが、自分の仕事そのものが評価
されなくても、自分の仕事が会社の利益につながる
のであれば、納得できるとか、まあ自分の気持ちが
ハッピーになれるというところが一つ。あとは負け
る経験。絶対どんなチームでも負けますから。負け
た後でも次がある。なんで負けたのか、負けないた
めには何をすればいいのかと課題発見になりますよ
ね。負ける経験を積むことによって、どんどん強く
なっていくわけです。アメリカでもやはり、スポー
ツやってない人だと、一端負けてしまうと、例え
ばプレゼンが通らなかったり批判されたりすると、
しゅーっと消えちゃう人とかいるんですよ。だから
やっぱり負けた経験はとても大きかったかなと思い
ます。そういったところを、女の子がチームスポー
ツをやる意義、それが社会人になってどのようにプ
ラスになるのかということは伝えていく方がいいと
思います。
あとアメリカのケースで「タイトルナイン」。

1972 年に施行された法律ですが、公立学校で男子
と女子が同じ金額を使わなくてはいけない。それが
女子サッカーとラクロスにすごく大きな恩恵をもた
らしました。というのは、男子のバスケットボー
ル、アメリカの大学バスケットボール、大学フッ
トボールは、テレビ放映権が、ものすごい金額が大
学に入ってきます。大学そのものではなく、テレビ
に出た大学が所属しているリーグに入ってくるので
す。そしてリーグに参加している大学に分配されま
す。その分配された大きなお金を女子にも使わない
といけないという法律です。それまでは個人スポー
ツの、例えば体操だったりテニスだったりしかな
かったのですが、タイトルナインのおかげで女子の
大学スポーツが、大人数でお金を使えるサッカーや
ラクロスに広がっていきました。そして大学がどん
どん女子サッカーチームを作っていったという経緯
があります。親が娘にサッカーをさせると、大学で
奨学金がもらえます。アメリカの大学は学費がもの
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すごく高いんです。今ですと私立のすごくいい大
学で 65,000 ドル、一年間に 700 万円近い金額が
かかります。それがタダになる。というのは金銭的
なメリットがとても大きいので、親が本当に目の色
を変えて子どもにサッカーなりラクロスなりをさせ
る。陸上でもテニスでも何でもいいんですが、この
ような構図ができています。だから、親が子どもに
スポーツをさせる具体的なメリットがあるというこ
とを知らせていくのも大切かなという気がしていま
す。

中 塚：ありがとうございました。もうひと方だけ。質
問というか、自己紹介も含めてコメントをいただき
後半戦に入りたいと思います。安藤裕一さん、いらっ
しゃいますか？　岡島さんの中学、高校の後輩でも
ある安藤さんからコメントをお願いします。

安 藤：安藤と申します。私も高校では松本先生には大
変お世話になりました。高校当時サッカー部の友達
から岡島さんの話を聞いていたのを覚えています。
今このような素晴らしいポジションに着いて、とて
も頼もしく思います。
コメントさせていただきたいのは、「世界一」と

いう言葉がありましたけど、僕自身としては世界一
強いのももちろん大切だと思いますが、女性アス
リートとしてすごく魅力的なリーグ、それはサッ
カーを好きなだけできるんじゃなくて、そこで生活
をすることで、人として豊かな生活ができて次のス
テップに役立つ、つまりWE　LEAGUEで経験した
ことが後の人生に生きたとか、素晴らしい人たちと
出会うことができたとか、そういう（外国人選手に
とっても）夢のある環境というのをぜひ目指しても
らえたらいいなと思ってコメントさせてもらいまし
た。
ごめんなさい、自己紹介するのを忘れていました。

ハンドボールやっていましたけど、GMSS ヒューマ
ンラボという会社を作り、スポーツドクターをやっ
ています。スポーツ環境や指導に関心を持っていま
す。先程「自己肯定感が弱い」選手が多いといった
ことを岡島さんが話されましたが、女子サッカーだ
けじゃなく、日本の教育全体の問題でもあると思い
ます。そのあたり（選手や若者の自己肯定感を伸ば
す）上手な思想がどんどん普及すればいいなと思い
ます。

岡 島：世界一魅力的なリーグをもちろん目指していま
すけど、実はこれから発表していきますけど、外国
人選手がWE　LEAGUEに入ってきます。その外国
人選手たちは、もともと日本が好きという選手も多
いのですが、やはりWE　LEAGUE がこうやって
はっきりと社会的な意義を持っているところに価値
を見出して来ていると聞きました。ジェンダー平等
を掲げるようなスポーツリーグってそんなにないん
ですよね。世界的にも、はっきりこういうことを言っ
ていることが魅力的であると言ってくれる選手がい
ます。世界レベルになるには経費がある程度重要
であると思います。今、ヨーロッパに世界の女子選
手が集まるのは、ヨーロッパの一流クラブが女子選
手に投資をし始めたからと言うことができるでしょ
う。日本でも 1990 年代のバブルがはじける少し前
ぐらいに、Lリーグのブームがありました。なで し
こリーグは、以前、Lリーグという名前でした。日
興証券やプリマハムなど、いろんな企業がお金を出
して、世界のトップ選手が日本に来ていた時期があ
りました。本当に各国の代表チームのトップクラス
の選手が来ていたのです。その当時、ほかの国にプ
ロリーグがあまりなかったということもあるのです
が、やはりペイが良かった、条件が良かったという
ことです。こういった形で、世界中からトップの選
手が来られるようにするには、リーグとして、各ク
ラブがそれだけの財政的な余裕を持たなきゃいけま
せん。そのためには興業として成功させなくてはい
けない、入場者数を増やさなければいけない。時間
はかかるかと思いますけど、各クラブにはもっと外
国人選手を取って来てほしいと思います。なでしこ
ジャパンの試合を見ていて思いましたが、特にトッ
プレベルになると日本人の選手ってフェイントの幅
が狭いんですよ。足が出てくる。外国人選手といつ
もやってないというところで、体にしみついたフェ
イントの幅が、やはり日本人仕様なんですよね。な
ので、外国人選手、特に足が長かったり背が 高かっ
たり、足が早かったりする選手と日常的にやること
によって、世界的なレベルに近づいていけるのでは
ないかと思います。

中 塚：ありがとうございます。ではこのあたりから次
に行きます。
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Ⅲ．WE LEAGUE for サロン 2002
 （岡島　喜久子）＜ 2nd HALF>

１．WEリー グの経営
１）女子サッカーリーグへの投資

女子サッカーリーグへの投資

• 日本では企業がスポンサー
• アメリカの女子プロサッカーリーグ(NWSL)では個人

• 大坂なおみが投資したノースカロライナカレッジ

• クリントン元大統領の娘とジョージWブッシュ元大統領の娘
が投資したワシントンスピリット

• アメリカでの過去2回のプロリーグ失敗、日本では長期だが限
定的

先ほども言いましたけれども、ヨーロッパでは男子
のクラブがどんどん女子に投資をするようになりまし
た。日本では企業がスポンサーです。
アメリカの女子プロサッカーリーグはNWSL と言

いますが、そちらは個人が 投資をしています。実は大
坂なおみさんがノースカロライナカレ ッジのチーム、
サッカーに投資をしています。大坂なおみさんは、頑
張っている女子スポーツ選手に投資したいというこ
とをNWSL に言ってきて、リーグ側が何人かのオー
ナーを紹介し、ノースカロライナのオーナーと一番話
が 合ったので投資をしたと聞いています。私はノース
カロライナカレッジのオーナー、大坂なおみさんでは
ない、はじめのメインのオーナーに会ってきて、そう
いった事情で大坂なおみさんが投資したことをお聞き
しました。加えてクリントン元大統領の娘のチェル
シー・クリントン、ジョージ・ブッシュ元大統領の娘
のジェナ・ブッシュがワシントン・スピリットに投資
しています。大坂なおみさんに比べるとずっと小さな
額ですが。
あとNWSL ではロサンゼルスに新しいエンジェル

シティというクラブができますが、そのメイン投資者、
オーナーは、ハリウッドの女優さんのグループが投資
をしています。このようにアメリカは割と女性が女子
スポーツに投資をする動きが出ています。
アメリカでは、いまのNWSL は 3 回目です。2回

失敗しています。その失敗は、個人のオーナーがお金
を途中で出さなくなってもうやめちゃう。やめてし
まった人が数人出てしまったと聞いています。まあ一
回目の場合は、40億円ぐらい集めたんですが選手の
 ペイを高くしすぎて、40億が 5年続くはずだったの
が一年ちょっとでお金がなくなってしまい、お金の面

で失敗したところがあります。個人のオーナーが個人
的な思惑で動いたところがあったかなと思います。日
本は企業ですし、長期的なところはあると思います。
ただ、もちろん企業によってですが、限定的というか、
それほどどんどんお金を使う状況にはないかもしれま
せん。

２）WEリーグのパートナー企業
これがWE　LEAGUEのパートナーになってくれた

企業です。ヨギボーはビーンのクッションを作ってい
る会社でタイトルスポンサー。今までは女子スポーツ
に投資をしていませんでした。

Partner companies パートナー企業

この中で女子のスポーツに投資をした、女子サッ
カーに関わってきてくださった企業は、一つはダイハ
ツです。長年、高校女子サッカーのパートナーを務め
て下さっています。プレナスは、「プレナスなでしこ
リーグ」のタイトルパートナーであります。ほっと
もっとという外食産業の会社、旭化成ホームプロダ
クトはメディキュットを作っている会社、X-girl はユ
ニフォームサプライヤーです。これらは今まで女子
スポーツには投資をしてこなかったというか、パート
ナーにはならなかった。なぜかというと、やはり女性
を応援するということですね。旭化成は女性を応援す
るんですけれども、男性にも家事を手伝ってほしい、
家事ができるような男性も育ってほしいという気持ち
があると聞いています。ですから、ちょっと今までと
は違った形で、WE　LEAGUEの理念がスポンサー企
業に刺さるような形で出ていったところはあると考え
られます。

３）ユニフォーム
X-girlのユニフォームを着た選手です。X-girlはアディ

ダスやプーマといったスポーツメーカーではありませ
ん。ストリートファッションというか、まあファッショ
ンメーカーです。ここがユニフォームを作ってくれてい
るというところがかなり新しいタイプだと思います。こ
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のユニフォームそのものが、各クラブの特徴を出してい
ます。例えば左から2番目、鮫島選手が着ているのは
大宮のユニフォームですが、大宮は盆栽が有名だそう
で、写真を撮ってるバックグラウンドも盆栽の展示場で
す。よく見ないと分かりませんが、松の葉っぱが地紋に
入っているような形になっています。ヤクルトの、真ん
中にあるのが千葉のジェフレディースのユニフォームで
す。これは千葉の県の形を迷彩柄にしているデザイン
です。これも地元に根ざした、地元企業であるとか、地
元の名産に根ざしたところという形を取っています。右
側はノジマステラです。ノジマということで電流が流れ
るさまを表しているそうです。
マイナビ仙台は、定禅寺通りという、仙台で有名

な通りをバックグラウンドにしています。このユニ
フォームを撮影する時も、チームスポンサーの名前が
出ているパネルの前でなく、その都市、クラブがある
地域の有名な場所、その地域の観光に繋がる場所で写
真を撮ってくれとお願いし、ユニフォームも、マイナ
ビですと星のマークを使っています。元々ベガルタ仙
台が母体のチームです。ベガルタはベガとアルタイル、
星の名前を使っているので、それを使っているという
ところです。
右側にあるのが X-girl の写真です。X-girl はどちら

かというとストリートファッションで、完全にファッ
ションブランドです。私たちが期待しているのは、
X-girl のファンに、ある程度WE　LEAGUEのことを
知ってもらうというところです。X-girl は 10 代 20
代でインスタグラムのフォロワーが 35 万人います。
その層は、今までサッカーを観ていない層で、WE　
LEAGUE とか女子サッカーが全然タッチできていな
い層なんです。今までのなでしこリーグの観客数は、
2019 年の平均で 1300 人。主に 30 代から 60 代の
男性です。それをだいたい5,000人にしていこうとし
ています。5000 人にするには、今までと同じ層では
なく、全く新しい層のファンを開拓していかなきゃい
けない。一番私たちがターゲットとして来てほしいと
思っているのが、子ども連れたファミリーです。サッ
カーをやっている子どもでもいいし、サッカーをやっ
ていない、これから始める子どもでもいい。でもサッ
カーファミリー、ファミリーに来てほしい。
もう 1つターゲットとしたいのが、選手と同じ年代

の女性なんですねね。なかなか女性が女子スポーツを
見るというのは、日本ではあまり一般的ではありませ
ん。ヨーロッパでは女子スポーツは女性が見るという
構図が結構出来ています。だから私はどちらかという

と、日本でも女性が女性を応援する構図を作っていき
たいと思います。

X-girl ～新しいタイプのサプライヤー

Xgirl～新しいタイプのサプライヤー

２．WEリーグを盛り上げるために
ほかのスポーツとも手を取り合い、またはほかのス

ポーツに私たちのリソースを提供します。例えばこれ
からやろうとしているのは、WE　LEAGUEでやった
WE　LEAGUER 研修、女性リーダー研修の画像など
を、ほかのスポーツに提供する、女子スポーツに提供
することをやっていこうと考えています。
ファミリーを増やして行くには、会場でサッカーだ

けでなく、子どもが楽しめる場を作っていくことが必
要ではないかと思います。サッカーだけの魅力だと
5,000 人はなかなか連れて来れません。お子さんは
特に、90分の試合そのものは飽きてしまいます。で
すからたとえばマイナビ仙台は、9月 11 日の開幕戦
に、JAXAと取り組みをしてペットボトルでロケ ット
を作ってみようとか、宇宙の魅力を出すようなパネル
を展開してくれたり、というような、JAXAと一緒の
取り組みを計画しています。
それから小学生以下のお子さんには、Ｔシャツを無

料で配布することを計画しています。そういった形で
子どもを連れて来てくれるように、WE　LEAGUEで
は各クラブにお願いしています。
ちふれは熊谷市、飯能市、狭山市、その辺がホーム
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タウンですが、ホームタウンの小学一年生に、ちふれ
の試合スケジュールが入った下敷きを配る。あとは市
の教育委員会にお願いして、教育委員会からチラシを
配ってもらう。そうすると、当然のように街頭で配っ
たチラシはすぐ捨てられてしまいますが、教育委員会
から小学校を通じて配ったチラシは必ず子どもの手に
届きます。ランドセルに入れて帰ってきてくれるから、
親の目にも触れます。一緒に日曜日はサッカーを見に
行こうと。
いまはコロナの状況で県外に移動ができません。だ

からむしろ県内で過ごす。例えば埼玉の子がディズ
ニーランドに行きにくい状況です。ですから県内で、
なんかちょっと楽しい、近場で楽しいことができるよ
うな取り組みを各クラブにお願いしています。各クラ
ブも、開幕戦、その他のところで、いろんな形の取り
組みをしていただくようになっています。
新しいターゲットは女性です。各クラブにお願いし

ているのは、試合会場で、食べ物で茶色いものだけ出
さないように。普通にスタジアムにあるのは、例えば
唐揚げだったり焼きそばだったり、アメリカンドック
だったりって茶色いものが多いと思いますが、もっと
カラフルな、例えばデザート類だったりコーヒーの
カートがあったり、フードトラックを出してもらいた
いなと思います。あとはタイカレーだとかベトナムの
生春巻きだとか、他ではすぐには食べられないもの。
東京だったら何でもありますが、長野とか新潟だった
らなかなかそういうのはないかもしれない。というこ
とで、そういう取り組みをして新たな層を開拓してほ
しいと考えています。
最後のスライドです。「こちらから」というところで、
WELEAGUE.JP で開幕戦、開幕 3節のスケジュール
などもありますので、ぜひいらして下さい。
私たちは 1試合だけを開幕戦とするのでなく、各ク

ラブのホームゲームを全部開幕戦、だから 11回開幕
戦があるとしています。最初が INAC神戸です。9月
12日の 10時から。
開幕戦は 2試合テレビ放映があります。あとはダ

ゾーンで無料・有料ハイブリッドで行います。ぜひ皆
さんにもご覧頂きたいと思っておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。以上ございます。

ありがとうございました
情報はこちらから>>
https://weleague.jp/

中 塚：どうもありがとうございました。特に経営の部
分、支える部分を中心に後半戦お話しいただきまし
た。

Ⅳ．アディショナルタイム　質疑応答

中 塚：私の方から質問させてください。新しいプロサッ
カーリーグ立ち上げということで、どうしてもJリー
グ創設の頃を思い出します。あの頃も Jリーグで統
一感を持たせようと、ミズノが一括して全クラブの
ユニフォームをデザインしました。今回は X-girl が
全クラブのユニフォームをデザインされたというこ
とですか？

岡 島：いや、全クラブじゃなく 7クラブです。

中 塚：わかりました。それから、先ほど見せて頂いた
パートナーカンパニー。タイトルパートナーはヨギ
ボー、気持ち良さそうなクッションですよね。ダゾー
ンやダイハツなど、ご紹介いただいた企業は、リー
グ全体のスポンサーということですね。

岡 島：そうです。

中 塚：すると、例えば一年間終わったところでリーグ
から分配金が各クラブに降りていくという作りでよ
ろしいでしょうか。

岡 島：そういうことです。

中 塚：これ以外に各クラブは、自前の経営体として動
いていく仕組みを持っていると。

岡 島：はい。クラウドファンディングを使ったクラブ
もあると聞いています。
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中 塚：なるほど。ありがとうございます。各クラブの
経営規模を数字で言っていただくことは可能でしょ
うか？

岡 島：だいたい 2～ 3億から 4～ 5億ぐらいじゃな
いかと思います。もちろんクラブによって違いがあ
るでしょうが、だいたいそれぐらいのレベルではな
いかと思います。

中 塚：やはり人件費が大きいわけですよね。

岡 島：そうですね。全員がプロ選手になりましたから、
当然人件費は大きいと思います。

中 塚：ありがとうございました。
さて、皆さんからもいろいろご質問やコメントを

いただいています。本郷さん、やはり X-girl のとこ
ろが気になりますよね。

本 郷：いまの X-girl とは少しブランドイメージが違
うかも知れませんが、もともとはソニックユースと
いうアメリカの有名なバンドのベースやギターを担
当していたキム・ゴードンという女性が友人と立ち
上げたブランドだったと記憶しています。いわゆる
「フェミニスト」と言うとニュアンスが変わってしま
いますが、女性としてロックバンドのフロントマン
を担っていたことも特別なことですし、女性は抑圧
される存在ではなくもっと自由であるべきという考
えのアイコンのような存在でもありました。途中で
経営権が変わって、ブランド自体も変わっていった
印象もありますが、X-girl 立ち上げ時の理念は特に、
今日ご説明いただいたWE LEAGUEの理念とすごく
近いなと思って興味深くお話を伺っていました。

岡 島：そのように聞いています。近いような感じでし
たね。

中 塚：宇留間さんもその関連でチャットにコメントを
書かれています。

宇 留間：私が以前、みなとみらいのショッピングセ
ンターで仕事をしていた時に、X-girl さんがテナン　　
トで出店されて、今まさに言ってもらったような、
自分たちの立ち位置をしっかりと持ちながら、自分

たちの主張を伝えて行くことを、ブランドのアイテ
ムを通じてやっているテナントさんでした。そうい
う意味では、年代ではあまり区切らないような商品
展開でお客様ができるというのは、すごく相性が良
いんだろうなと思いました。X-girl ができた後に、
extra big という男性ブランドができています。そ
ういう意味では女性の方が主導権をとりながらやっ
ていく、ブランドの成り立ちを考えた時にすごくい
いだろうなと思いました。ショッピングセンターに
も出店しているので、例えばショッピングセンター
を通じていろんなイベントをしていけば、今後WE　
LEAGUE が浸透していけばいろんな機会も増えて
いくのでしょう。すごくいいブランドだなと率直に
思ったという感想でした。

岡 島：実際ヨギボーさんは X-girl とコラボしたいと
おっしゃってます。あとまだ発表してませんが、某
スマートウォッチの会社がメディキュット、睡眠に
かかわるということで、メディキュットって最近睡
眠用のあの圧着ソックスを出してまあヒットしてる
んですね。その睡眠にかかわるところでコラボをし
たいということも聞いています。ですから、パート
ナー企業同士の横の繋がりも作る、できる場を私た
ちが創っていくという試みもしていきます。

中 塚：ありがとうございます。他にもいろんな方から
ご意見をいただきたいところですが、久しぶりに登場
の鈴木崇正さん。シンプルだけど、すごく大事な質
問をされています。大住良之さんの本をたくさん手
掛けられた編集者で、女子のサッカーにもずいぶん
昔からかかわっておられる。そしてWE　LEAGUE
事務局長で、我々のサロンの仲間でもあります江川
純子さんがマネージャーをしていた高校サッカー部
のプレーヤーでもあった鈴木さんから…こんな紹介
でいいですか…ご質問をお願いします。（チャットを
代読）「WE　LEAGUEではどんなサッカーを見るこ
とができますか？　プロリーグの商品価値はあくま
でサッカーだと思うのでお聞きします」という、本
来のサッカーのところに関する質問です。

岡 島：私が JFAの田嶋会長に言われているのは、なで
しこリーグとの相違が明確ではないリーグにしない
ようにということです。ベースはなでしこリーグに
いたチームですから、それほど大きくは違わないん
だと思いますが、各クラブがシャッフルしました。
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選手の移籍があちこちで起こりました。特に全く新
しいクラブのサンフレッチェ広島と大宮アルディー
ジャが入ってきたので、かなり入れ替えが激しくな
りました。そこに外国人選手が入ってきます。です
からやはり、実行委員とか各クラブの社長と話を
したり、監督さんと話をしたりするところでは、や
はり世界を目指すにはもう少し攻撃的に、点を取れ
る試合になってほしいと皆さん考えていらっしゃい
ます。なでしこジャパンの試合を見ていると、個々
の選手の力が強くても、どうしてもやっぱり守備に
行ってしまう。変わった動きというか、相手の期待
を裏切るような攻撃があまりできていない気がしま
す。攻撃の面で面白い試合ができるようなものを目
指してもらっているとお聞きしています。ただ、い
まは各クラブの準備期間で、9月12日に始まります。
やはり見ていただくしかないと思います。

鈴 木：すみません、失礼しました。ご回答ありがとう
ございます。今日とても貴重なお話で。やはりサッ
カーを見に来る。それに対してお金を払うわけです
ね。なので商品価値はあくまでサッカーだと思いま
す。どんなサッカーが見られるのかが、本質的に勝
負だと思います。

岡 島：そうですね。やっぱり見ていただくしかないで
す。ご自身に見ていただく。東京であれば 9月 12
日の 13 時 30 分から、ベレーザと浦和レッズの試
合は中継されます。

鈴 木：有観客ですか？

岡 島：有観客です。

鈴 木：じゃあスタジアムに行きます。見ます。

岡 島：西が丘なので、今の緊急事態宣言下で、マック
ス2,500というかなり厳しい数字ではあるんですが
有観客です。今のところは。

鈴 木：理念はすごく大切ですし、みなさんの志には心
から賛同しますが、お客さんは理念にはお金払わな
いですよね。サッカー自体が面白くなければ見にこ
ない、やはりサッカーの本質的な価値が大事なのだ
と思います。さっき見せていただいたユニフォーム
などはマーチャンダイズの材料なのかもしれません

が、美人選手ばかりが起用されているようなことは
やめませんか？　そういう男目線から、綺麗で魅力
的な女性がサッカーをしているということは、リー
グとしてはクローズアップすべきじゃないと思いま
す。各クラブの社長さんをそういうふうに教育しな
いといけないんじゃないかと思います。

岡 島：各クラブにお願いしたのは、子どもからみて憧
れられる、カッコいい選手を出してくれということ
です。実ははじめ、クラブの社長から「どういう選
手を出した方がいいですか？　きれいどころです
か？」って言われたんです。それは違います。可愛
いじゃなくて「かっこいい」という言葉で選んでく
ださいとお願いしました。あと、理念にお金を払わ
ないのは、個人は払わないかもしれませんけどパー
トナーとなっていただく企業は、理念にお金を払っ
てくださいました。だから、試合が、リーグが開始
するまでは私たちは理念をすごく前に出していきま
す。一旦サッカーが開始してしまうと、もうほとん
どサッカーになってしまうと思いますし、私たちが
話をするのもサッカーになると思いますが、今の段
階ではどういうサッカーになるか、私たちもちょっ
とわからないところがあります。プレシーズンマッ
チがありましたけど、あれは外国人選手が入る前で
すし、これからどうなるかは、私たちも楽しみにし
ているところではあります。

鈴 木：プロリーグのコアバリューについて、僕はちょっ
と意見が違いますが、そういう戦略というかやり方
が、ほんとうに成功なさることをお祈りしてますの
で、頑張ってください。

岡 島：はい、ありがとうございます。

中 塚：残り時間が 5分余りとなりました。いろんな方
からご質問をいただいていますしご紹介したい方も
まだまだ大勢いらっしゃいますが、すみません、時
間が限られております。最後に私の方から一つ、二
つ、思うところと質問も含めてさせてください。
先ほども言いましたが、Jリーグ立ち上げの時と

どうしてもイメージがかぶります。あの時のびっく
りするぐらいの成功、Jリーグバブルという形で立ち
上がったのは、一つはプロモーションの成功がすご
くあったと思います。ミズノのユニフォームを着て、
とんねるず「早く始まれ Jリーグ」というコマーシャ
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ルやっていましたよね。そういうのに比べると、あ
と1ヶ月を切っているWE　LEAGUEの情報に我々
が触れることがあまりにも少ない。これは情報発信
が不足しているのか、それとも受け手の側が手を抜
いているのか。Jが始まった頃からは30年も経って
おり、テレビから情報を発信しても、情報を届けた
いところに届かなくなっているという変化があるか
もしれません。そのあたりの盛り上げ戦略、どのよ
うなことをこれから考えておられるのかが一つです。
もう一つは、先ほども少し話がありましたけど、

コロナの影響です。開幕の 9月 12日には何とか落
ち着いてくれるのではと期待していましたが、残念
ながら 9月 12 日まで緊急事態宣言となりました。
私は高校の教員なのですが、今日の職員会議で 9月
11～ 12日の文化祭で、保護者も含めた外来者の入
場を見合わせるということが決まりました。無観客
ですね。無観客とオンラインコンテンツの配信とい
うかたちです。こういった厳しい状況でのWEリー
グ開幕にあたり、気にされていること、あるいはこ
れを逆にバネにしようとしていることなど、もしあ
ればお聞かせください。

岡 島：まずはじめの質問、メディアへの露出ですが、
いまオリンピック・パラリンピックがあり、スポー
ツ関係のメディアは全部そちらに行っています。で
すからパラリンピックが終わった段階で、集中的に
露出するところを計画しています。サッカーのテレ
ビですと、フットブレインは 9月 4 日と 11 日に
WE　LEAGUEの特集をしていただきます。雑誌と
ダゾーンも、パラリンピックが終わる 9月上旬から
集中的に行きます。あと会場ではエルゴラッソの号
外版、特別版を各会場 5,000 枚、無料で配布し、そ
れに各 11クラブのバックグラウンドとか書かれて
いる形です。
コロナに関しては、直接コントロールできるもの

ではありません。ただ、うちのコロナのガイドライ
ンも作っていまして、それに則って対応していきま
す。準備はもちろんしますが、観客については各自
治体に判断は任せるしかないところがあります。こ
のまま 5000 人または 50%、どちらか少ない方と
いう状況で開催されるという前提で、私たちは準備
を進めています。それがそのまま続いていくことを
願っているところですね。できることは自分たちが
コントロールできるところだけなので、その部分は
しっかりやっていくところです。

中 塚：ありがとうございます。理念推進ご担当の小林
さんはどうですか？　例えば、いまお聞きして気に
なったのは、各節一クラブは地域での理念推進活動
をされるわけですよね。予定していた活動が、コロ
ナの中でかなり最初は気を使いながらにならざるを
得ないのかなと思いますが。

小 林：はい、理念推進活動はクラブに任せていて、実
は最初の節はジェフなんですけど、ジェフはクラブ
の30周年もあって、スタジアムで男子のイベントと
一緒に華々しくやる予定でした。けどそれができなく
なって、オンラインで、いろんな分野で活躍している
女性や男性、いろんな地域のリーダーの方と選手が
女性活躍と地域のリーダーシップを考えるようなこ
とを考えています。本当はスタジアムで、セミナーっ
ていうか、パネルディスカッションをやるはずでした
が、それができなくなったので、そこはオンラインで
やると聞いています。サッカー教室をやったりすると
ころもあるので、そこは本当に考えなければいけない
なあと。悩ましいところではあります。

中 塚：ありがとうございました。あらゆるところがコ
ロナの一年半、もっと続きますかね、大変な思いを
している中でのWE　LEAGUE立ち上げです。しん
どい状況ではありますが、コロナもいつかはよくな
ると思いますので。我々としてもこの非常に、この
意欲的なWE　LEAGUEを見守りながら、伝えなが
ら、サポートさせていただけたらと思います。
最後に岡島さんから、締めのコメントをお願いし

ます。

岡 島：本日は皆様お忙しい中、WE　LEAGUEについ
て御興味をもっていただきまして、ありがとうござ
いました。色々ご意見をいただいて、私も参考にな
るところがとてもありました。これからも、私たち
の事務局長である江川純子さんが、サロンに関わっ
ていらっしゃるということで、そちらを通じていた
だいても構いませんので、何かご要望ご質問があり
ましたらどうぞ、頂けると助かります。ぜひテレビ
でも、ダゾーンでも、会場に来ていただくのが 1番
いいんですけれども、WE　LEAGUEを見ていただ
けるととても嬉しく思います。どうも本日はありが
とうございました。

 以上（続きはオンライン懇親会）
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安全で安心な
スポーツのために

1 年遅れのオリンピック・パラリンピックが開かれた 2021 年は、
去年以上にコロナウイルスに翻弄された年となった。「安全で安心
な…」「国民のいのちとくらしを守る…」という言葉を何度聞いたこ
とだろう。

スポーツにおける「安全で安心な…」の議論も、10 年ほど前か
ら活発化してきた。柔道事故問題、「体罰」や暴力、熱中症対策、
そしてコロナ禍でのスポーツ活動…。

スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”を“志”に掲げる
NPO サロン 2002 では 2021 年度、月例サロン、公開シンポジ
ウムのテーマに「スポーツと安全」を掲げ、これらの問題を取り上
げてきた。
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１．熱中症予防

熱中症にはいくつかの分け方があるのですが、ここ
では四つに分けた症状で説明します。運動会の練習で
最初の開会式で倒れて失神を起こす時は、ちょっと貧
血だったり朝食を抜いてきたりということがあるかも
しれませんが、閉会式で失神する場合には、ちょっと
熱が上がって皮膚の表面がもう赤くなり、皮膚表面に
血液を取られてそれが脳へ戻っていく血液と取り合い
になった結果、脳に戻る量が少なくなって失神するよ
うなメカニズムになります。これが、比較的軽い熱中
症の病型の「熱失神」というものです。「熱けいれん」
は、熱を逃がすために汗をかくわけですが、水分とと
もに塩分も不足するのに水だけ飲んでいくと電解質の
バランスが崩れて筋肉の痙攣が起こりやすくなるとさ
れています。まだ、正確なメカニズムはわかっていま
せんが、熱痙攣は夏しやすくなるということは挙げら
れています。そして、そもそも水を飲まないで脱水し
ていくと、気持ち悪くなったり吐き気がしたりという
ようなのが「熱疲労」と言われるもので、その状態を
放っておいて我慢して動き続けたりしていくと、より
深刻な「熱射病」に進行していくということになりま
す。この「熱疲労」と「熱射病」との境が実はすごく
重要で、「熱疲労」でちゃんと休んでおけば、回復す
るまでに早くて 3日ぐらいで通常の練習に戻れます
が、「熱射病」となって血液成分にも異常値が見られ
ると、復帰するまでに 3カ月ぐらいかかってしまいま
す。
日本サッカー協会や環境省のマニュアルに、熱中症

発生時の応急処置のフローチャートが出ています。ま
ず呼びかけに応えられなかったら救急車を呼ぶのです
が、救急車が到着するまでの間にも、氷水のプールに
入れるとか、ホースで水をかけ続ける、クーラーの効
いた部屋で氷水に浸したタオルなどで冷やし続けるこ
とが必要です。呼びかけには応じるけれど自分で水飲

めない場合にも、医療機関へ搬送した方がいいですし、
水とか塩分を飲んでも全然症状が良くならない場合に
も「熱疲労」に進行している可能性がありますので医
療機関へ行ったほうが良いです。
また、休息して症状が改善したとしても、その日に

練習には絶対復活させてはいけません。発症した後の
復帰に関しては、先ほど言った「熱疲労」と「熱射病」
の境目、ここがすごく肝だということです。「熱疲労」
の場合だと当日の復帰を見合わせ、翌日から 2日間様
子を見てトレーニングに参加させます。
このように、熱中症を発症させてしまうとその後の

回復に時間がかかりますので、まずは熱中症の危険が
あるような環境でトレーニングしないことが大切で
す。環境省のホームページには、いまの暑さ指数が
どのぐらいかがかなり細かいエリアまで表示されま
す。また、翌日以降の予測も表示されているので、ト
レーニングの前日の段階で、翌日のトレーニングを
WBGT（暑さ指数）30℃を超えない時間帯にずらす
など、やっぱり昼間は危ないなっていうのを事前に知
ることができます。

２．パフォーマンス低下予防

パフォーマンス低下を防ぐにはどうするかを、IOC
は一応 10 個 Tips を挙げています。ここでは、その
中から非常にメジャーな「暑熱順化」「水分補給」「身
体冷却」を解説したいと思います。これ以外にも面白
いのは、例えばサングラスが実はすごいパフォーマン
ス維持に貢献しているとか、日焼けオイルは水に溶け
るやつにしておかないと汗が蒸発しにくくなるとか、
そういう細かいところまで紹介されています。
まずは「暑熱順化」です。暑熱順化のように暑い

ところでトレーニングをすると、寒いところでのパ
フォーマンスも上がるということがわかってきまし
た。いわゆる高地トレーニングみたいに、暑熱トレー

2021 年 7月2021年 7月

暑熱下でのスポーツ活動 2.0 暑熱下でのスポーツ活動 2.0 
【日　時】2021年 7月 16日（金）19：30～ 21：30　※公開サロン（通算 297回）として開催（p,107 参照）【日　時】2021年 7月 16日（金）19：30～ 21：30　※公開サロン（通算 297回）として開催（p,107 参照）【日　時】2021年 7月 16日（金）19：30～ 21：30　※公開サロン（通算 297回）として開催（p,107 参照）
【会　場】オンライン（Zoom）【会　場】オンライン（Zoom）
【演　者】安松幹展（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科）【演　者】安松幹展（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科）
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ニングはそれによって持久的なところも上げるという
ようなデータが最近出てきています。まず、暑熱順化
による変化です。わかりやすいところでいうと、心拍
数は大体 1週間ぐらいで落ち着いてきます。それから
暑さへの感覚というのもだいたい 1週間ぐらいで平ら
になっているので 1つの基準が 1週間で、身体の生
理的な機能がまずは慣れるだろうと言われています。
発汗量や、肝心の運動能力、これらは 10日ぐらいの
ところまで行かないと平らになってきません。そこで
実際には、アスリートは 2週間程度、暑熱順化期間が
必要だと考えられています。2週間経てばこのように
体温が下がっていくとか、汗を早くかき始めて早くか
ら熱を逃がすことができるとか、心臓に対しての負担
も下がっていくとか変わっていくんですけど、もう 1
つ面白いのは汗がしょっぱくなくなってくるっていう
んですね。要は電解質の損失が少なく変わっていくと
いうことです。さらに近年注目されているのが、運動
パフォーマンスが上がる原因の 1つとして、暑さへの
感覚です。要は、体温が下がらなくても疲労感が少な
くなったり暑くないなって感じるっていうことが、パ
フォーマンスに対して、特に認知とかのパフォーマン
スには効果があるということです。
次に「水分補給」に関しては、皆さんもかなりわ

かっていることが多いと思います。例えば、トレーニ
ング中にどのぐらいの水を飲んで、体重が何キロ減っ
ているから食事の時にちょっと飲めよっていうのを選
手に伝え、とにかく体重を落とさないことが大事だと
理解されているわけです。トレーニングや試合にお
ける体重減少率の目安としては、日本だけじゃなく世
界中どこの競技団体もどのスポーツ団体もこの基準に
なっていますが、体重の 2パーセントまでの減少率に
抑えることが一つの目安です。それ以上になると、運
動能力が角度をつけて落ち始めると言われています。
厄介なのは、喉が乾き始めるのもだいたい体重の 2
パーセント前後の脱水からなので、喉が渇いたときに
はもうすでにパフォーマンスが落ちているということ
です。「喉が渇く前から飲みましょう」というような
啓蒙にもつながっています。あとは飲料の中身ですけ
ども、真水よりは糖質（炭水化物）が 3～ 8g、食塩
相当量が 0.1 ～ 0.2g というのが推奨されている量で
す。これはポカリスエットですが、6.2g と 0.12g に
なっています。
最後は、「身体冷却」です。パフォーマンスに対し

て冷却は効果があるという実験があります。41℃の
気温の中で自転車を漕いで通常ウォーミングアップ

して 37℃ぐらいまで体温を上昇させてから運動する
と 40分ぐらいまで持続できた運動が、水風呂に入っ
て体温を 35℃まで冷やして同じ運動すると、この運
動の持続時間が 60分ぐらいに伸びた、つまり運動パ
フォーマンスが上がったことになります。逆に、運動
前に熱いお風呂に浸かって体温を 38℃ぐらいまで上
げてから同じ運動をすると、運動時間 30分以下に少
なくなってしまいました。そして、これらの運動が持
続できなくなった時の体温が、だいたい 40.2 ℃ぐら
いとなっています。つまり、この温度まで体温が上が
らなければ、人間はずっと運動し続けられるのではな
いかというような仮説が出てきて、事前に身体を冷や
せば、これをプレクーリングといいますが、パフォー
マンスが上がるんだ、となったわけです。しかし、
サッカーのようにいきなりダッシュがあったりジャン
プがあるスポーツでは、筋が冷えたまま試合に入ると、
試合の最初の 5分、10分が全然動けないし、後半ま
で冷却効果が持たないのがわかってきました。そこで
サッカー界では、試合中の飲水タイムやハーフタイム
に冷やす、パークーリングは有効なんじゃないかとい
うことで研究が行われています。私たちがやったのは、
1000 円ぐらいで量販店で売っているストッカーや大
きなゴミバケツに氷水を入れ、ハーフタイムにそこに
下半身だけ冷やすと、後半に心拍数が低く抑えられた
り、スプリント能力が低下しないなどの結果が得られ
ました。
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１．マウスガードの効能

(1)「パフォーマンスが上がる」というのは本当か？
パフォーマンスが上がるというよりも、パフォーマン
スを上げる可能性があるというほうが正しいと思いま
す。噛み合わせとか様々な要因で、例えば人間の体の
ふらつき、重心動揺の大きさが小さくなるということ
がデータ、論文として出ています。あとは単純に重い
ものを持ち上げられるということも。なので上げられ
る可能性はありますが、では入れれば何でもいいのか
というとそうではなく、パフォーマンスを上げられる
噛み合わせがあるということです。僕はそれを見つけ、
このような噛み合わせを作るとパフォーマンスが上が
る可能性が高いので、その噛み合わせをマウスガード
につけて提供しています。

２．マウスガードの「使用方法」

（1）どこにつけるのか？
基本的には上の歯につけます。正常咬合の場合、噛

み合わせた時に上の歯が下の歯よりも前に出ていま
す。正面からの衝撃が来る最初の所は上の歯の前歯で
す。よって上の歯につけることが通常です。
（2）保管方法・手入れの仕方は？

使ってすぐ後、水ですすいでこすり洗いです。水を
切ってケースに入れて持ち帰るのが最低限やってほし
いことですが、指で擦れない部分がどうしても出てき
ます。小さすぎてマウスガードのへこみ、歯のカーブ
に指が届きません。歯ブラシでなく、綿棒で適宜こ
すって洗うのは必要です。
（3）マウスガードの寿命は？

もって 1年ぐらいだと思います。基本的には 9か
月。半年から 9か月で作り替えましょうと言っていま
す。プレー中ずっと食いしばっているわけではなく、
瞬間的にぐっと噛みしめます。顎の動きは垂直にカ
チッと噛んでくる人もいますが、斜めに、横にずれた
状態からかみ合わせる方もいます。なので噛み合わせ
る瞬間に擦れてしまう。厳密に言うと、擦れる回数が

2021 年 9月2021年 9月

スポーツにおけるマウスガードの効用スポーツにおけるマウスガードの効用スポーツにおけるマウスガードの効用
【日　時】2021年 9月 13日（月）19：30～ 21：45　※公開サロン（通算 299回）として開催【日　時】2021年 9月 13日（月）19：30～ 21：45　※公開サロン（通算 299回）として開催【日　時】2021年 9月 13日（月）19：30～ 21：45　※公開サロン（通算 299回）として開催
【会　場】オンライン（Zoom）【会　場】オンライン（Zoom）
【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）【演　者】高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）

多ければ多いほど、範囲が広ければ広いほど穴が開い
たり、ささくれだったりしてしまうということですね。

３． カスタムメイドのマウスガードは、
どこが違うのか？

フィット感が雲泥の差です。1,000 ～ 2,000 円の
ものはマウスガードに無駄な厚さがあります。僕も
サッカーやっていて、喋れないとプレーにならない。
そこで、喋れるように改良を重ねました。

４．ビジネスとしてのマウスガード

（1 ）マウスガードは、歯科医のビジネスとして率直な
ところ「儲かる」のか？
適当にマウスガードを作っていいのであれば儲かる

かもしれません。しかししっかり作るとなると、儲か
らないほうに入ると思います。先ほど 2個で 25,000
円と言って驚かれた方がいらっしゃいましたが、いま
マウスガード屋さんで作ると 1個 25,000 円ぐらい
します。うちの場合はクリーニングも付いて 2個で
25,000 円です。シューズより安いですよね。
（2 ）マウスガードは、どのくらいの数、作れるのですか？

型取りから始め、作業時間としては 6時間ぐらいで
す。けれど、石膏が固まる時間とか、マウスガードを
加熱しながら作るのでそれが冷える時間を入れると、
時間がかかってきます。

５．マウスガードをめぐる法規制

（1）厚労省通知
医政歯発 1225 第４号令和元年 12月 25 日都道府

県各保健所を設置する市医務主管部（局）長特別区厚
生労働省医政局歯科保健課長「いわゆるマウスピース
等の取り扱いについて」
https://www.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/
fi les/1912_mouthpiece_toriatsukai.pdf
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U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップは、「U-18 年代のレベルアップ」と「日常的なリーグ環境の整
備」の二つの目標を掲げて、2016年度に始まった全国規模のフットサル大会です。特定非営利加活動法人サロン
2002の主催で、toto の助成を受けて開催しています。

＜U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ（2016～ 2021）＞
回数 期日 会場 優勝 トピック

第 1回 2017年 1月 6～ 7日 エコパアリーナ（静岡県） HeroFC U18F -
第 2回 2018年 1月 6～ 7日 武田テバオーシャンアリーナ（愛知県） SANTOS FC18 -
第 3回 2019年 1月 5～ 6日 ことぶきアリーナ千曲（長野県） 京都橘高校ｻｯｶｰ部 -
第 4回 2020年 1月 4～ 5日 ことぶきアリーナ千曲（長野県） シュライカー大阪U-18 台風被害
第 5回 2021年 1月 9～ 10日 ことぶきアリーナ千曲（長野県） ペスカドーラ町田U-18 コロナ禍
第 6回 2022年 1月 8～ 9日 ことぶきアリーナ千曲（長野県） フウガドールすみだファルコンズ コロナ禍

2022 年 1月2022年 1月

コロナ禍における競技会コロナ禍における競技会
－第6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み－第 6回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップにおける取り組み
【日　時】 2022 年 1 月 8 日（土）、9 日（日）【日　時】 2022 年 1 月 8 日（土）、9 日（日）
【会　場】 ことぶきアリーナ千曲（長野県）【会　場】 ことぶきアリーナ千曲（長野県）

第 3回大会から、会場を長野県千曲市のことぶきア
リーナ千曲とし、長野県フットサル連盟主管のもと、
地元千曲市の全面的な支援を得ながら「地域に根差し
た競技会」として育てています。
ここ数年、この大会は数多くの困難に直面していま

す。第 4回大会は、記録的な豪雨をもたらした台風
19 号の影響で 2019 年 10 月 13 日に千曲川が決壊
し、開催そのものが危ぶまれました。
翌年からはコロナ禍です。2020 年 3月からの一斉

休校にはじまり、2020 年度は春から夏にかけて多く
のスポーツ活動が中止や延期に追い込まれたのは周知
のとおりです。正月の全国高校サッカー選手権大会は、
万全の感染対策を講じて予選から本大会まで行われて
いましたが、2021年 1月 7日に緊急事態宣言が再発
令され、第 5回U-18 フットサルリーグチャンピオン
ズカップの開催にはぎりぎりの判断が迫られました。
＜大会に携わるすべての人が「with コロナ」の新た
な様式を理解し実践する＞ことを条件として提示し、
オンラインでの代表者会議で徹底しました。大会期間
中もあらゆる場面で緊張感をもって臨んだ結果、無事
に大会を終えることができました。この間の経緯につ
いては『游ASOBI』第 4号に報告があるのでご参照
ください（サロン 2002のオフィシャルサイトから閲
覧できます）。
東京オリンピック・パラリンピックが無観客で開催

された今夏、新型コロナは依然として猛威を振るって
いました。それがワクチン接種が進んだ影響か、秋以

降は全国的にかなり落ち着き、県を越える人の往来が
徐々に再開されるようになり、今年度の第 6回大会開
催への追い風となりました。しかし各地域リーグの実
施状況はまちまちです。リーグ戦そのものが開催でき
ず、チームを派遣できないリーグが出てしまうのはや
むを得ない前提で、大会の準備を進めていました。
ところが年末からの変異株による感染再拡大です。

昨年同様、第6回大会も開催の危機に見舞われました。
「安全で安心」が大前提です。中止せざるを得なく

なるかもしれません。しかし少しでも可能性があるの
なら、開催へ向けてみなでベクトルを合わせようとい
うのが主催者のスタンスです。年末の代表者会議の前
にメッセージを配信しました（p.72）。このメッセー
ジは代表者だけでなく、すべての参加者が共有するも
のとなりました。p.73 ～ 74 は、今大会における新
型コロナウイルス感染拡大防止対策の大枠と、実際に
用いられたチェックシートです。
With コロナはまだまだ続くでしょう。しかし我々

はこの 2年間で、「どこが危ないのか」「どうすれば防
げるか」について少しずつ知見を集めることができま
した。あとはいかにそれを徹底するかです。
そして、「いくら注意していてもかかってしまうこ

とはある」ことを受け入れ、医療機関との連携を図り
ながら、温かい目でサポートする思想と組織を築き上
げることが大切だと考えます。
大会はで無事に終了することができました。結果に

ついてはp.113 ～ 118をご参照ください。
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 ご 挨 拶 －「with コロナ」の新たな様式の徹底を

昨年度の挨拶文は、＜世界的なパンデミックが続きます。日本列島も「新型コロナ」の第 3波に見舞われ、
GOTO事業は一時停止し、年末年始は移動を控え静かに過ごすことが求められています＞という書き出しでした。
ワクチン接種が進んだ今年は 11月ごろから感染状況が落ち着きましたが、新たな変異株による第 6波が心配で
す。依然として高い緊張感が求められる状況です。
このような中で 6回目となるU-18 フットサルリーグチャンピオンズカップが、toto の助成を受けて長野県千

曲市で開かれます。主管の長野県フットサル連盟はじめ運営に携わる方々、ご後援いただく地元の皆さまには厚く
御礼を申し上げます。
約 2年続いたコロナ禍で、私たちのくらしは激変しました。最初はただ恐れるだけでしたが、感染予防のため

に何をなすべきか－with コロナの新たな様式－が少しずつみえてきました。「生きる」ために“正しく恐れる”
ことが大切です。
そして、「よりよく生きる」ために、“遊び”（スポーツやアートなど）が不可欠であることも改めて感じました。

主催の特定非営利活動法人サロン 2002 の“志”は、スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”です。「生き
る」だけならなくてもよいが、「よりよく生きる」には欠かせない文化としてスポーツやアートをとらえています。
コロナ禍で獲得した知見やスキルをフル稼働して準備を進めています。ただし昨年同様、＜大会に携わるすべて

の人が「with コロナ」の新たな様式を理解し実践する＞ことが開催の条件です。先に結論ありきではありません。
すべての関係者の健康と安全－いのち－が最優先です。どうすればコロナ禍でできるかをとことん突き詰め、実践
していく姿勢を、すべての人と共有します。
体育館で行われるので、屋外スポーツよりも慎重な対応が求められます。フットサルのプレー場面での感染はほ

ぼないようですが、ベンチや待機場所、ミーティング中、更衣室、会場への移動の車中、宿泊する場合の食事や入
浴場面、室内での過ごし方には細心の注意が必要です。密を避け、大声を出さないようにし（飛沫感染対策）、換
気の徹底（空気感染対策）や手洗い・うがいの励行（接触感染対策）が重要です。もちろん日々の健康観察やマス
ク着用は、各自でできる最低限の対策です。
代表者会議でこのことを改めて確認しますので、各チーム関係者（選手・指導者・保護者等）と共有し徹底して

ください。それが、今大会を開くための前提条件です。
いま全国の 16地域でU-18 リーグが組織されていることを把握しています。残念ながらコロナ禍で、宮城、南

東北、福井、和歌山では現時点で開催に至りませんでした。今大会には、残る 12リーグ－北海道、埼玉、東京、
神奈川、静岡、愛知、富山、長野、京都、大阪、兵庫、熊本－から 16チームが出場し、ノックアウト方式でチャ
ンピオンを決します。
大会に携わるすべての人が、無事に千曲市に集い、フットサルを思う存分楽しまれることを願います。そして大

会後も、それぞれの地元で、健康・安全で“ゆたかなくらし”が展開されることを、心より願います。

令和 3年 12月 28日
特定非営利活動法人サロン 2002

理事長　中塚　義実

第 6回　U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ

主　催 特定非営利活動法人サロン 2002
主　管 長野県フットサル連盟
後　援  長野県、長野県教育委員会、千曲市、一般社団法人信州千曲観光局、一般社団法

人長野県サッカー協会、千曲市サッカー協会、戸倉上山田温泉旅館組合連合会
会　場 ことぶきアリーナ千曲（長野県）
日　程 2022 年 1 月 8 日（土）、9 日（日）
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１.事前チェック
1）参加者（出場選手・応援の方）は各個人の健康チェックリストに記入してください

未成年の場合は、保護者が署名してください
2）各自のスマートフォンに新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)を事前にインストールしてください
3）以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください

①体調不良（発熱、咳、のどの痛み、だるさ、嗅覚や味覚の異常など）
②新型コロナウイルス感染症要請とされた方との濃厚接触
③同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
④過去14日以内に政府から入国規制、入国後の観察期間を必要とされている国、地域などへの渡航又は
当該在住者との濃厚接触がある

２.大会当日
1）チェックリストを提出してください
2）マスク等口を覆うものを持参し、着用してください
3）競技前後、並びにお手洗い後のこまめな手洗い、消毒液やアルコールによる手指消毒を行ってください
4）競技以外では、可能な限り他の選手、関係者等との距離（できるだけ2ｍ以上）を確保してください
5）大きな声で会話をしなでください
6）試合終了後、2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに大会主催者に報告してください
7）スタンドを利用する際は、表示に従ってください
8）競技終了後は速やかに会場から退出してください

３.更衣室の利用
1）更衣室、シャワーは密を避ける為、できる限り短時間の使用にしてください

更衣室の中でも出来る限りマスクを着用し会話は慎んでください
更衣室内でのミーティング、飲食は不可です
シャワーの利用も同様に交代で使用し、終われば速やかに退出し、密を避けてください

2）更衣室で出たゴミは、各自責任を持って持ち帰ってください

４.応援・観戦について
1）応援、観戦のための入場は原則として不可とします。選手・役員枠内の人数でご調整ください。

５.その他
1）ゴミは必ず回収し、持ち帰ってください
2）ゴミ袋は各チームにて準備してください
3）ゴミを収集する際は、マスクや手袋を着用の上、密閉して縛り、終了後は手洗い、消毒をするように心がけてください

このたびは大会に参加いただき、ありがとうございます。大会を開催することが難しい状況のなか、
「新しい生活様式」のもと、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ開催します。趣旨を
ご理解いただき、下記へのご協力をお願いいたします。

大会開催可否の判断は12月29日（水）の代表者会議にて最終判断いたします。
その後の感染拡大の状況などにより、直前の開催中止の可能性があることをご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
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－「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－
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本年度のサロン 「公開シンポジウム」は、公益財団法人日本サッカー協会の後援を得て、 周年記
念事業として、本年 月 日に公表された日本サッカー協会「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライ
ン」を取り上げます。このヘディング・ガイドラインは、「子どもの安全を守るために、全ての指導者がこのガイドラ
インを理解し、指導することが大切である。現時点ではヘディングに関わるリスクについては、その科学的な根拠
は十分ではない。今後の医・科学研究の報告を十分にフォローしながら、本ガイドラインは常にアップデートされ
る。」と述べています。
この公開シンポジウムを通じて、サッカーをする幼児期から 歳に至るまでのすべての子どもたちの親、サッ
カー指導者、サッカープレイヤーに、ヘディングを取り巻く世界的な状況とリスクを正しくご認識いただき、正しい
ヘディングを習得し、「ゆたかなくらし」のための課題認識を持っていただき、そして、臨床専門医、サッカー指導
者、学校教育者、学生、サッカー協会関係者、スポーツメーカー関係者、学者、報道関係者ら参加メンバーで大い
に議論し、未来のサッカープレイヤーの「頭脳」を守るために、「 周年」の次の 年後を考えていきた
いと思います。
多くの皆様の参加をお待ち申し上げます。

「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説

〇中山雅雄（なかやま・まさお）
年石川県生まれ。筑波大学体育系教授博士（コーチング学）、筑波大学蹴球部総監督、公益財団法人日本

サッカー協会技術委員会普及部会長、アジアサッカー連盟グラスルーツパネル。著書に、「サッカーで、子どもの
「考える力」と「たくましい心」を育てる方法 最新の心理学で分かる 」「理論と実践で学ぶサッカーコーチング論」
「最速上達サッカー」「小学校体育 全学年対応 新・サッカー指導の教科書」等。 年 月に公表された日本
サッカー協会（ ）「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン（幼児期～ ）」の作成に関わった。

海外サッカーのヘディングをめぐるルール・取組みと紛争事例

〇石堂典秀（いしどう・のりひで）
年広島県生まれ。中京大学スポーツ科学部教授修士（法学）

日本スポーツ法学会理事（オリパラ検討委員会委員長、 スポーツ法学推進委員会委員長）、日本体育・スポーツ政
策学会理事、日本オリンピックアカデミー（ ）法務委員会副委員長、 認定 、パラ卓球
協会理事、 日本ボクシング連盟コンプライアンス委員、 スポーツ仲裁機構スポーツ仲裁人・調停人候補者、日本ア
ンガ―マネジメント協会認定アンガ―マネジメントコンサルタント、 ファシリテーター等。著書に『スポーツ法への
ファーストステップ』（法律文化社）、『標準テキスト スポーツ法学』（エイデル研究所）、『スポーツの法律相談』（ 青
林書院）、「スポーツにおける暴力・ ハラスメントに対する海外での取り組み事例」（日本スポーツ法学会年報
号）など。シンポジウム「これで防げる 学校体育・スポーツ事故」（ 年 月 日）にて「海外におけるヘディ
ング規制の背景と最近の動向について」 報告を行った。

サッカーボールの国際規格 ～ との取組み

〇椙浦正俊（すぎうら・まさとし）
株式会社モルテン・スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長。 等の連盟が後援するサッカーの国際
試合において使用するサッカーボールは、跳ね返り、重さ、吸水性など つの項目にわたる厳格な の品質基
準をクリアしなければならない。 真球性、正確な弾道、優れた耐久性、やわらかさなど、ボールに求められるひと
つひとつの条件をクリアするためには、精緻な生産技術と熟練したスキルが必要であり、更にハイレベルな検査を
実施し、完璧な品質管理を実行することで、初めてブランド「モルテン」 の名が刻まれる。今般、育成年代でのヘ
ディング習得のためのガイドラインに関連する「サッカーボール」の知識の普及に努めるべく、サッカーボールの国
際規格に関する株式会社モルテンの との取組みについて講話する。

コーディネイター

〇関 秀忠（せき・ひでただ／特定非営利活動法人サロン 理事／ 弁護士）
筑波大学附属高等学校サッカー部を経て、 年弁護士登録。 サッカー として弁護士サッカーＷ杯
「 」で「 」を受賞。 年アフラック生命保
険副法律顧問を経て、 年に弁護士法人ほくと総合法律事務所設立に参画し、同事務所パートナー弁護士に
就任。第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長。著書に「保険業務のコンプライアンス第 版」
（ 金融財政事情研究会）等。 弁護士業務のほか、数々の怪我に見舞われた経験を踏まえ「スポーツと安
全」に関する各種活動に携わっている。
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2021 年 11月2021年 11月
JFA100 周年記念事業JFA100周年記念事業
NPO法人サロン 2002公開シンポジウム 2021- ①NPO法人サロン 2002公開シンポジウム 2021- ①NPO法人サロン 2002公開シンポジウム 2021- ①

安心・安全なサッカーのために安心・安全なサッカーのために
－「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に

【日　時】【日　時】 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会） 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会）
【会　場】【会　場】 オンライン（zoom） オンライン（zoom） オンライン（zoom）
【テーマ】【テーマ】 安全・安心なサッカーのために 安全・安心なサッカーのために 安全・安心なサッカーのために
 ―「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－ ―「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－
【演　者】【演　者】 １．JFA「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説 １．JFA「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説 １．JFA「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説
 　　中山雅雄（筑波大学／ JFA 技術委員会育成部会長・ガイドライン策定に関与） 　　中山雅雄（筑波大学／ JFA 技術委員会育成部会長・ガイドライン策定に関与）
 ２．海外サッカーのヘディングをめぐるルール・取組みと紛争事例 ２．海外サッカーのヘディングをめぐるルール・取組みと紛争事例
　　　　　　 　　石堂典秀（中京大学スポーツ科学部 ･スポーツ法学者でヘディング分野研究の第一人者）　　　　　　 　　石堂典秀（中京大学スポーツ科学部 ･スポーツ法学者でヘディング分野研究の第一人者）
 ３．サッカーボールの国際規格 ～ FIFA との取組み ３．サッカーボールの国際規格 ～ FIFA との取組み
 　　椙浦正俊（株式会社モルテン・スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長） 　　椙浦正俊（株式会社モルテン・スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長）
 コーディネーター　関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士） コーディネーター　関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士）

【参加者（サロンファミリー）16名】【参加者（サロンファミリー）16名】★はNPO会員★はNPO会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ／医師）、★石原俊秀（パルカ）、大河原誠二（桐窓サッカー倶  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ／医師）、★石原俊秀（パルカ）、大河原誠二（桐窓サッカー倶

楽部／サッカークラブ桐一族）、春日大樹（筑波大学OB）、★岸卓巨（NPOサロン 2002 理事／楽部／サッカークラブ桐一族）、春日大樹（筑波大学OB）、★岸卓巨（NPOサロン 2002 理事／
A-GOAL）、北原由（都立武蔵高等学校／東京都サッカー協会 47FAインストラクター）、★小池靖（在A-GOAL）、北原由（都立武蔵高等学校／東京都サッカー協会 47FAインストラクター）、★小池靖（在
さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、★笹原勉（日揮）、★嶋崎雅規（NPOサロン 2002 理さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、★笹原勉（日揮）、★嶋崎雅規（NPOサロン 2002 理
事／国際武道大学）、★関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士）、★茅野英一（NPOサロン監事／事／国際武道大学）、★関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士）、★茅野英一（NPOサロン監事／
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【参加者（サロンファミリー以外）13名】【参加者（サロンファミリー以外）13名】
  安西明毅、石堂典秀（中京大学）、大岩聖、岡井博史、斎藤守弘、白石みのる、清水奈々、鈴木健（弁  安西明毅、石堂典秀（中京大学）、大岩聖、岡井博史、斎藤守弘、白石みのる、清水奈々、鈴木健（弁

護士）、坂本英紀（モルテン）、椙浦正俊（株式会社モルテン）、中山雅雄（筑波大学）、山田雄士、山護士）、坂本英紀（モルテン）、椙浦正俊（株式会社モルテン）、中山雅雄（筑波大学）、山田雄士、山
田若登（スフィーダ BFC）、田若登（スフィーダ BFC）、

【報告書作成者】 守屋俊秀【報告書作成者】 守屋俊秀

中塚：皆さんこんにちは。公開シンポジウム 2021➀

へようこそお越しいただきました。①となっている
のは、②が 12月にあるからです（12月 11日開催）。
「安心・安全なサッカーのために－育成年代でのヘ
ディング習得のためのガイドラインを中心に」。い
まから 18時までお付き合いください。
このシンポジウムは日本サッカー協会 100 周年

記念事業に位置付けられています。サロン 2002
の月例会、月例サロンとしては通算 301 回目です。
実りある議論ができることを期待しております。
今年は月例サロンの中で何回か「スポーツと安全」

について取り上げてきました。今日はその集大成の
一つと言えるでしょう。ではここから、コーディ
ネーターの関秀忠理事にバトンタッチします。

関：本日のファシリテーターを務めさせて頂きます弁
護士の関秀忠と申します。
サロン 2002 の理事を務めております。よろしく

お願いいたします。本日ご多用、お休みの中、お時
間を作ってお集まりいただきまして、誠にありがと
うございます。
「スポーツを通してのゆたかなくらしづくり」を

志に掲げているサロン 2002 で、本年度のテーマは
公益財団法人日本サッカー協会の正式な後援をいた
だいて、この「JFA育成年代でのヘディング習得の
ためのガイドライン」、これを取り上げてシンポジ
ウムを開催することになりました。このガイドライ
ンについては、さまざまな背景、事情があり、そし
て色々な議論がございます。これを語り合うのに相
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応しい各分野の第一人者の 3名の方にご登壇いた
だきまして、貴重な情報の提供をいただけることに
なっております。非常にお忙しいところ、お時間を
作ってくださった 3名の方にも御礼申し上げます。
それではまずその「育成年代でのヘディング習得

のためのガイドライン」とはなんぞやという話を、
簡単に私の方から一言だけお話をさせていただきま
す。
「ガイドライン」については JFA 日本サッカー

協会のホームページに「育成年代でのヘディング習
得のためのガイドライン　幼児期～アンダー 15」
ということで掲載されています。この「育成年代で
のヘディング習得のためのガイドライン」は「第 1
版」と書いてありまして、これはこの先不変のもの
ではなく、続きがあるんだなと読めます。実際にガ
イドラインには「最初を定めたことで終わりではな
い」という趣旨が記載されています。ここに JFA
技術委員会と書かれておりまして、本日ご登壇頂く
中山雅雄さんは、筑波大学の蹴球部総監督でおられ、
JFAの技術委員会の育成部会長ということで、ガイ

ドライン策定に中心的に関与を頂いた方です。
このヘディングガイドラインの目次を見ますと、

JFA の方針として、「禁止しないのだ」とまず記載
されていまして、ガイドラインの背景には科学的観
点からということで目次が並んでいます。
この点につきまして、まず本日は石堂典秀中京大

学スポーツ科学部教授、スポーツ法学者、ヘディン
グ規制の研究の第一人者から、海外の規制がどう
なっているか、ヘディングをめぐる諸外国での取組
事例をお話いただきます。
続いて先ほどご紹介した中山さんから、ガイドラ

インの解説を頂きます。
それで休憩を取らせていただいた後、株式会社モ

ルテンの部長を務めていらっしゃる椙浦さんから
サッカーボールの国際規格について、FIFA とどう
いう取り組みをされてきたのかと、ボールというの
はどういう基準になっているのかについて普段聞け
ない話をお伺いしたいと思います。ガイドラインで
は、ボールについても触れられています。結びに一
時間、パネルディスカッションを行います。

 1：ヘディングをめぐる諸外国での取組事例
石堂典秀（中京大学スポーツ科学部教授）

石堂：先ほどご紹介いただきました、中京大学で教員
をしております石堂と申します。スポーツ科学部で
法律、スポーツ法学を教えております。本日はどう
ぞよろしくお願いいたします。

今日はサッカー関係者の方が多いとお伺いしてい
ます。やはりヘディング禁止ということについては
いろいろご意見をお持ちの方が多いと思いますが、
今回はどういう流れがあったのかということを私の
方でご紹介しながら、その背景や考え方についてお
話しできればと思います。

発端となりましたアメリカでのヘディング禁止
から、それを受けてのイギリスの流れ、それから
UEFAの調査が行われて、最後にまたちょっと最近
イギリスでも少し動きがありましたので、その辺り
をご紹介させていただきます。

①　アメリカにおけるヘディング禁止の流れ

石堂：ヘディングの問題は、頭部への衝撃の問題と関
わっていると思いますが、脳震盪とはまたちょっと
違う問題だとも言われています。脳震盪の場合は、
ぶつかったり、いろいろ衝撃を受けて頭の内部が揺
れて、障害が表に出てくるということだと思います。
ヘディングによる衝撃の問題は、それが表に現れな
い、いわゆる「蓄積されていく」ことでの影響度が、
どう現れてくるのかが不明で、現在、調査されてい
ます。
頭部衝撃の強いアメフトでは、いわゆるセカンド
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活発になっていきました。それからサッカー選手が
若くして亡くなったということも引き金になりまし
た。この亡くなったパトリック選手の検死をしたお
医者さんは、「彼の脳はボクサーをしていた人の脳
と似ている」と言っています。前頭葉が損傷してい
たということです。このパトリック選手の死亡も、
全米で注目されたようです。
それから一番の影響はやはり、アメフトの脳震盪

訴訟です。「コンカッション」という映画にもなっ
ておりますので、関心のある方は見ていただければ
と思います。アメフトを経験した方が、犯罪を犯し
たり、ＤＶだったり、自殺をしたり、麻薬に溺れて
亡くなっていったり、それから極度な頭痛だったり、
体調不良を訴える方が現れてきた。4500 人の元選
手、引退した選手を含めて、アメリカではクラスア
クションが起こされ、最終的には裁判、和解で落ち
着いた。1兆円を超えるファンドが作られて、その
原資で保険が作られ、引退した選手たちにメディカ
ルチェック、モニタリングをして行くことになりま
した。いわゆるプレー後、引退後の影響がどう現れ
ていくのかを見ていくことが始まっています。後で
ご紹介しますが、イギリスでは亡くなったサッカー
選手の脳を集めて検証することが行われてきていま
す。
アメリカでは、スポーツで脳に衝撃を与えるとい

うことについてのリスクへの関心が親御さんたちの
間に広まってきたということと、ヘディング訴訟は
関係していると思います。この訴訟で、アメリカの
サッカー協会側が勝訴しましたが、そこで出された
10歳以下のヘディング禁止のルールは、何らかの
調査結果に裏付けられたものでもなく、その後の調
査もおこなわれたわけでもないようです。ある意味、
訴訟回避措置としての消極的な対応だったのかもし
れません。そのため、ヘディングが実質危ないのか、
10歳を基準とするということが正しいのかどうな
のか、不明なままといえます。

②　イギリス・スコットランドのガイドライン

石堂：先ほども少し話が出ていましたが、イギリスで
ガイドラインが出されていると言うことですが、実
はイギリスでは、先ほどのアメリカのガイドライン
が 2015 年に出された後に、すぐに着目して、いろ
いろ調査を開始していたという経緯があります。で

インパクト、1回目の脳震盪になり、すぐに 2回目
の脳震盪のような衝撃を受けることの危険性が叫ば
れています。
サッカーも今ルール化されていますけれども、一

定期間を置いて様子を見て、試合に戻るというルー
ルは作られてきています。そういうセカンドインパ
クト症候群が一時期問題になって、アメリカでは立
法化されていったと言う背景があります。ちょう
どそのころアメリカに調査に行き、NFL とか野球
のMLB などもヒアリング調査しました。2013 年、
14 年ぐらいにアメリカに行っています。大学など
でも、脳震盪予防をどうしているのかという話も聞
かせてもらいました。
その当時はまだヘディングの問題についてそんな

にうるさくは言われていませんでしたが、2015 年、
アメリカユースで、ヘディング禁止というルールが
出てきました。その背景は後でお話をしたいと思い
ますが、基本的には 10歳以下のプレイヤーに関し
ては、練習も含めてヘディングをさせないというこ
とです。なおかつ試合でヘディングしたらペナル
ティということで相手方に間接フリーキックが与え
られる。子供達にはヘディングさせないようにとい
う動きが始まりました。11歳以降に関しては、練
習についても 25回という回数制限が設けられまし
た。13歳以降については普通に練習していいとい
うことになっています。
このルールが出来た背景として、メアー事件とい

う裁判があります。2015 年に判決が出ました。7
人のサッカー選手の保護者がアメリカのユースサッ
カー協会などを訴えました。裁判では、親たちは協
会側に対してヘディングによる脳震盪の影響調査と
か、ヘディングを子供の間は減少させるようなルー
ルを求めました。彼らは、結局、ヘディングの問題
点を証拠として何も提示しなかったので、裁判所は
保護者側の訴えは斥けます。協会側が勝ったのです
が、さらにこの保護者側が調査をして、再度裁判を
するというようなことを声明で発表したので、サッ
カー協会側が、先にご紹介したような、ルール化が
始まっていると聞いております。
このメアー事件の背景としては、アメリカの中で

も、サッカーのヘディングによる脳の損傷に関する
調査研究が行われるようになってきていました。こ
れは、アメフトの脳震盪訴訟で、やはり脳へのイ
ンパクトが注目されていたことと時を同じくして、
様々なスポーツ分野でこういった調査研究の動きが
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すからアメリカよりもルールが細かくなってきてい
るという傾向が窺われます。
スコットランドのルールが見やすいので紹介しま

す。アメリカと違って細かな年齢区分がなされてい
ます。それから練習中のルールと試合中のルールと
いう形で決められています。ゲーム形式についても
なるべく少人数で行う。ボールのサイズも規定がさ
れています。低年齢では、アメリカと同じように、
基本的にはヘディングをしないということになって
います。12歳以降は確かにヘディングを認めてい
るのですが、協会側とすると、なるべくヘディング
を導入されないことを希望しますというような言い
方です。できれば他のスキルを優先的にやってはど
うでしょうかというようなことです。ヘディングの
回数制限というのも書かれています。試合に関して
も、なるべく距離の長いヘディングを制限しましょ
う。それから 14歳から 15 歳ではスローインとか
の戦術的なヘディングは、なるべく控えるようにし
ましょうとか、細かな指示が出されています。そう
いう形で、アメリカより細かなルールが作られてい
ます。イギリスでも同じようにサッカー選手が若く
して亡くなっているというのが一つ、大きなきっか
けになっています。
スコットランドのグラスゴー大学での調査結果に

よると、サッカー選手は引退後、認知症の発症率が
一般の人よりも高いそうです。フィールド調査という

調査で、亡くなった一般男性の脳とサッカー選手の
脳を比較するという研究が進められています。プロ
の選手を基準にしていますが、一般男性よりも認知
症で死亡する可能性というのが3.5 倍位高いという
研究結果が出ています。これがたぶん日本でも紹介
されて、ヘディングは危ないのではないかというよう
な議論につながってきているのかなと思われます。
イギリスで亡くなったジェフ・アストル選手を象

徴としてジェフ・アストルファンデーションという
財団が作られました。これは、亡くなった方の脳を
寄付してもらうというもので、財団として設立され
ました。ボールをヘディングし続けたことが脳を損
傷したことが死因なのではないかという検視結果が
出されたことから、その方の名前がファンデーショ
ンのもとになりました。このジェフ・アストル財団
に寄付された脳を、グラスゴー大学のウィリアム・
スチュワート先生が調査をしています。イギリスで
の子供たちのヘディング制限ルールはこのような背
景から作られたということです。

③　UEFA Heading Guidelines

石堂：同じころUEFAでも質の違う調査が行われ、そ
して、UEFAでもガイドラインが出されました。要
点としては 5つぐらいポイントがあります。
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1 つはボールのサイズを考えました。UEFAはヘ
ディングを全面的には禁止していません。柔らかい
ボールを使いましょうとか、ヘディングは可能な限
り練習量は減らしましょうということです。
それから exercise です。首の強化のようなこと

を提案しています。
それから、脳震盪とか、ヘディングしたあと、ど

ういう症状になっているのを指導者、選手がきちん
と理解しておくことが必要だということが言われて
います。

④　UEFA 調査（2020）

石堂：このガイドライン提案の元となった調査が
2020 年に行われています。欧州 8カ国を対象に、
男子・女子それぞれのアンダー 10、12、16 の試
合を録画したものや練習中の映像を見ながら、どれ
くらいヘディングがあったのかを調べました。する
と、試合、練習中においてはほとんどヘディングが
行われていなかったのです。特に危険があるヘディ
ングはあまり見られませんでした。従って、ヘディ
ングを禁止するまでの妥当性は見当たらなかったと
いう結論につながりました。

例えばアンダー 10 で見ると、面白いのですが、
国ごとで戦い方が全然違うのです。試合中、ある
チームはもう全然ヘディングをやらない。一方、ヘ

ディングが頻発しているチームもある。国、チーム
でかなり違いがあるとこの調査で分かったのです。
同じように練習中でも、0から 824回と、かなり違
いが見られる。指導者にもよるかもしれません。戦
略も影響しているかもしれなません。

この調査では、画像を見ていくのですが、意外と
争う場面でのヘディングというのは少なくて、全体
の10％くらいでした。コーナーキックやフリーキッ
クからのヘディングという場面も少なかった。試合
中は、偶発的なヘディングの割合が 60%ともっと
も多く見られました。それからヘディングの距離な
ども調べられています。結構近い距離が多いのです。
そういった調査結果が出されました。
後で椙浦様の方からのご紹介もあると思いますが、

やはりサッカーボールの進化とヘディングとの関係
が連携しているのではないかと。固い、昔のサッ
カーボールから、どんどんいいボールに進化して来
ていますので、プレイヤーとしてもヘディングしや
すい環境に変わってきたのです。ヘディングという
のは 20世紀後半あたりから頻発するようになった、
戦略的にも使われるようになったと言われています。

⑤　まとめ

石堂：ヘディングして、どういう衝撃で、どういう障害
が生まれるかというのは、結局脳を開いてみないと分
からないというのが現状です。結局、現状では科学的
に証明は難しいのではないかと私は思っています。研
究としては、MRIを使って脳の構造の変化を見たりし
ます。しかし、あまり変化は見られません。それから、
マーカーを使って損傷部分を探していきます。
さらには、認知機能の検査です。練習後のインタ

ビューを用いた認識テストで、ヘディングをした選
手の記憶障害が報告されていたりもします。ただ 1
週間ぐらいすると、その記憶障害というのは回復し
ています。そのあたり、安全なのか安全じゃないの
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かと言うことも、まだ分かっていません。
さらに言うと、子供達を対象とした

調査が今の時代なかなかできませんので、
子どもたちのヘディングの影響をどう
やって調べるのかが、これからの課題です。
危険が科学的に証明されないから安全

なのかというと、そうとも言えません。
先ほどのグラスゴー大学の認知症の報告
例があるように、完全に安全だとも言え
ないのです。結局不安が煽られてしまう
という問題もあるかもしれません。
アメフトでは、アメリカの親たちは、

脳震盪に対してかなり神経を尖らせて
いる。なるべくアメフトはさせたくないという親が
増えてきています。アメフトについては、タックル
をやめましょうというようなルールが、出てきてい
ます。しかし、実際にはタックルをする割合とタッ
クルをしない割合が、まだ半々ぐらいの割合です。
タックル禁止法のようなものが、幾つかの州ではで
きているという状況があります。そういう意味では、
サッカーとはまたちょっと状況が違うと思いますけ
れど、ヘディングに対する脳震盪のリスクというの
が広がっていくと、同じような状況が生まれる可能
性があるという気がしています。
イギリスでは最近議会でもこの問題が取り上げら

れており、先ほどご紹介したウィリアムス先生など
には、議員の方から厳しい質問が飛んできました。
証明できるのかと言われると、科学的には証明でき
ない。けれども、実際はボクシングと同じなんだと
いうことを言っている。
今年の 7月には、プロに関してもヘディングの

ガイドラインが出てきました。1週間に 10回程度、
特にロングパスのような長距離のヘディングについ
ての回数の制限をしましょうということです。アマ
チュアの大人についても同じルール、ガイドライン
が出されています。
イギリスの、リヴァプールとかマンチェスターの

プロ選手たちの練習とか、試合を見ながらヘディン
グ総数と衝撃度を調査してきました。すると、ラグ
ビーとかボクシングでの平均的な衝撃値に匹敵して
いるという結果が出て、まあやはりヘディングの練
習はちょっと控えた方がいいのではないかという流
れになってきているのが現状です。
私からは以上です。どうもありがとうございました。

関：ありがとうございました。石堂先生、一点、頭の
整理のための確認の質問ですが、結局、アメリカの
サッカー協会の現在のルールとしては、ヘディング
は練習、試合ともに、10歳以下は禁止されている
ということですか。

石堂：はい。ただ、現場に行かないのでわかりません
が、これは多分推奨しているだけなのではと考えて
います。先ほど申し上げたように、協会側は裁判で
負けていませんので、積極的にこれに取り組んでい
ない可能性もあります。ガイドラインの実施状況に
ついて何度か協会にコンタクトしてみましたが、返
事がないので、あまり積極的ではないかなと想像し
ています。

関：イギリス、スコットランドのガイドライン、
2020 年のガイドライン改定のところを見ますと、
11歳以下は練習、試合ともに原則ヘディング禁止
ということになるのでしょうか。

石堂：そうですね。

関：はい。分かりました。18歳以下は段階的に制限
を解除して行く、そういうルールですね。

石堂：はい。

関：分かりました、ありがとうございます。ご質問等
については、後ほどのパネルの時間でまとめて取り
上げたいと思いますので、次にまいりたいと思いま
す。
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2：「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説
中山雅雄（JFA技術委員会育成部会長・筑波大学蹴球部総監督）

関：次は、日本サッカー協会「育成年代での ヘディン
グ習得のためのガイドライン」の作成に中心的に関
わられました中山雅雄さん に、お伺いします。日本
サッカー協会の技術委員会副部会長ということで、
このガイドラインを公表する前の作成経緯や、策定
後に受けた反応等についてお話しいただければと思
います。では、ガイドラインの解説について、中山
さん、お願い申し上げます。

中山：日本サッカー協会の中山と申します。どうぞよ
ろしくお願いします。
さっそく JFAのヘディングのガイドラインについ

て、説明させていただきます。また、深掘りは後ほ
どパネルのところでいろいろされると思いますので、
限られた時間の中で話せることをしっかり探して行
きたいと思います。

①　ガイドラインにみる JFA の方針
 「禁止ではなく、正しく恐れる」

中山：先ほど関さんからも紹介いただきましたが、
JFAのホームページの中を探していただくと、この
ガイドラインの PDF が出てきます。JFA のホーム
ページは意外と難しくて、深いところに行かないと
出てこないという弱点もありますが、機会があれば
ぜひ見ていただきたいと思います。そのガイドライ
ンの中にどんなことが書いてあるかということを簡
単に紹介させていただきたいと思います。
今回ガイドラインで出した JFA の方針は、「禁

止」ではなく、「正しく恐れ、より適切な方法による
ヘディングの習得を目指しましょう」ということで
す。とにかく危ないから、いろんなことが起きてい
るから、もう子供たちのヘディングは禁止としてい
くというものではありません。ヘディングは、サッ
カーの大事な文化です。簡単に禁止するというより
は、しっかりとより適切な方法によって正しくヘディ
ングの技術を習得していくことをまず大事にした方
がいいのではないか。今も石堂先生の方からありま
したように、リスクがあるぞという指摘が出てきた
中で、ゼロリスクではないんだということへの指導

者の感度をしっかりと上げていくということがすご
く大切だということで、このガイドラインを作って
います。

②　ヘディングに関するリスク

中山：ヘディングに関するリスクが色々言われていま
す。一番の問題であろうと考えているのが、ボール
の衝撃が脳機能に与える影響ということです。これ
は、一回のボールが頭に当たるという衝撃に関して
は、それほど大きな衝撃がなく、リスクが小さいだ
ろうと今の段階では考えられています。しかし、そ
れを積み重ねていくことによって、非常に重大な障
害につながっていく。これが、スコットランドの研
究の一つの主張だと認識をしています。これはしっ
かり考えなければいけない。
あとは、脳震盪。これも、ボールが直接当たるこ

とによって脳震盪が起こる可能性は非常に小さいだ
ろうと言われていますが、これもゼロではない。以
下、ヘディングでの相手との接触による頭部、顔面
への衝撃、ジャンプヘッド後の地面への頭部の強打
みたいなこと。これらよっても脳震盪が起こる可能
性があります。ボールが頭に当たるというヘディン
グの技術と脳の障害が直接的に関係あるだけではな
くて、そのヘディングという技術を発揮することに
よって起こる、さまざまな頭部へのダメージが、非
常に大きな障害を及ぼす可能性、そのリスクも非常
に高いだろうと考えています。
そのリスクもしっかりと低減して行くこと、ボー

ルが頭に当たることの危険度だけではなく、ヘディ
ングしようとすることによって起こりうる様々なリ
スクを低減していくことが非常に大事です。そのた
めに何を考えなければいけないかというと、ヘディ
ング技術を正しく習得し、正しく遂行できる、ある
いはコーディネーションをしっかりと高めておくこ
とがすごく大事だと我々は考えています。
このガイドラインをどのように検討してきたかという

と、お医者さん、スポーツの科学者、バイメカの科学者、
サッカーの現場のコーチ達とがディスカッションを重ね
ながら、このプロジェクトをスタートしてきています。
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③　ヘディングに関する
 ガイドライン策定への動き

中山：JFA の中でこのプロジェクトが本格的にスター
トしたのは、2020 年の 5月からです。イングラン
ドが FAガイドラインを出したのが、多分 2020 年
の 3月くらいだったと思います。それくらいのとこ
ろで、日本の中でも、なんかサッカーのヘディング
は危ないんじゃないかということが、問題として上
がってきた。
2020年の 3月以降、JFAに対しても、「日本サッ

カー協会はヘディングを禁止しないのですか」とい
う問い合わせが結構出てきました。JFA の中でも、
ある程度指針を出していかなければいけないだろう
ということで、プロジェクトを形成して本格的に検
討を始めました。
どんなことをやってきたかというと、いろいろな

論文が出ていますので、それをそれぞれの専門の先
生方を中心にレビューしていただいた。そこで、ど
んなことが分かっているのかということを確認する
作業と、サッカーの技術的観点に関する調査という
ことで、JFAアカデミーの選手たちにインタビュー
をしました。私も、自分が勤めている大学のサッ
カー選手にヘディングを実際にやってもらい、動作
を見ることから始めました。ヘディングは技術の観
点からどうなっているかを調査しました。そこで
ちょっと愕然としたのは、大学生のサッカー選手で
も、いわゆる基本的なヘディングの技術があまり身
についてないという選手が結構いたということです。
大人になってからヘディングが上手になるのは結構
難しいだろうなと個人的にはすごく感じました。
あとはバイオメカニクスの観点から、いろんな

データが取られています。実際にボールが頭に当た
ることによってどんな衝撃が起きるかということに
ついても検討しました。
さらに、かつての日本代表選手の中で、特にヘ

ディングが得意だった男女の選手に直接インタ
ビューさせていただいて、ヘディングについて、あ
るいは今の状況について、ちょっとデリケートな話
もあるんですけれど、話を聞かせていただきました。
いずれにしてもこれを第一版ということで出してい
ますが、多分これからいろいろな科学的研究という
ものが継続されていくと思いますので、そういった
ものをしっかりとフォローしながら、もし重大な問

題があるということであれば、また考え方を変えて
いく必要もあると思っています。
今の段階で言うと、何度も繰り返しますけれども、

「検証が難しい」ということで、ヘディングを禁止
にするということの明確な根拠が見つけられないだ
ろうということです。ただ、繰り返しのヘディング
はやはり危ないぞということで、禁止まではいかな
いけども、何らかの制限は必要ではないかというこ
とです。これは、このプロジェクトを始める段階の
ところで、脳外科の先生たちとの話の中では、もう
その方向でということです。禁止まではしなくても、
何らかの制限は必要だろうということで検討を始め
ています。
さらに検討段階で言われたのは、直接ヘディング

しないでヘディングが上手になるようなガイドライ
ンというのを、技術の観点で作ってくれたら一番い
いのではないかという話もありました。そういった
意味を含めて、比較的コーディネーションを大事に
するとか、軽いボールを使いましょうとかいうこと
は、もう最初の方から検討をしてきたところです。
バイメカの先生方からも、人形とかモデルを使っ

た自動車事故の衝突実験に比べると、頭にボールが
当たる衝撃は全然小さいものだと言われています。
先ほども少しお話ししましたが、直接ボールに頭

に当たることよりも、それ以外での、頭同士の衝突
など頭に大きな力、衝撃が加わることが多い。それ
によって重大な問題が起きているということは明ら
かになっているので、ここはやはり解決して行く必
要があると思っています。

④　正しいヘディングの練習とは

中山：先ほど、大学生でもなかなか上手にヘディング
できないと話しましたが、ヘディングするタイミン
グが悪かったりとか、サッカーが専門ではない大学
生の体育の授業などでも、ヘディングはあまり練習
したことがない子は、闇雲にボールに頭だけ突っ込
んで、頭を出していく。外から見ていてヒヤッとす
るような傾向があります。そういう瞬間を見ると、
これは禁止した方が良いのかもしれないですが。し
かし、やはり何らかの形でしっかりとヘディングと
はこうやるんだよという技術を教えていくことの方
が、すごく大事だとは感じています。
具体的にはどんな練習して行くんだというような
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ことで、まとめた表です。
ヘディングの練習の必要性ということは、イング

ランドなどでも同じだとのですが、小学校に上がる
ぐらいまでは、ヘディングだけを練習する必要は全
くない。小学校の低学年ぐらいから徐々に始めて、
アンダー 12、小学校高学年くらいからは少し入っ
て練習して行く必要があるのではないかと考えてい
ます。
まだ体に充分に筋力も付いて無い子どもたちが、

必要以上にたくさんヘディングを繰り返すというこ
とは、常識的に考えて必要ないことだと思うし、体
に良くないだろうということは想像が付くと思いま
す。
それぞれの年代での試合の様子を見ても、12歳

の子どもたちが行う 8人制の試合、全日本の大会と
かを実際映像で見ても、1試合に数回ヘディングす
るかしないか。ほとんどの選手が試合を通して一回
のヘディングもしないというぐらいの感じです。
小学校低学年とか中学年は、JFAはスモールサイ

ズゲームという少人数制サッカーを推奨しています。
そういった中で、意図的にボールが空中に行くこと
がほとんどない中で、ヘディングをする機会という
のは無いということが分かった。だから、ヘディン
グの練習そのものを、小さい時からやる必要はない
だろうと思います。
ヘディングそのものの練習はしないのですが、ヘ

ディングに関わる動き作りだとか、コーディネー
ションを高めるための課題というのは、ソフトサッ
カーボールなどを使いながら、どんどん小さいとき
からやっていいのではないか。特にキャッチボール
なんかは、非常に有効な運動課題だと思っている。
こういうのは小さい時からやっておいた方がいいと
考えています。

代表選手のインタビューを聞いていると、女子の
選手などは、小さいとき自分は野球とかソフトボー
ルとかそんなことやっていたので、それが私の武器
になりましたみたいな話をしてくれていました。そ
ういった、小さいときに空中にあるボールに体を合
わせていくというような課題をたくさんこなすとい
うことは、ヘディングが上手になるという上での基
礎的な能力としては非常に重要なのだろうと思いま
す。まずヘディングのフォームのチェックや、ペン
デルボール（ボールを吊り下げたもの）を使ったヘ
ディングの練習は意外と子どもたちも喜んでやるの
で、うまく使って行ったらいいかなと思っています。
では実際に 1週間に何回ぐらいという数字を並

べていますけれど、これもいろいろな人にこの数字
の根拠はとか、エビデンスだとかと、よく言われる
んですが、これはなかなか本当に難しいです。言い
たいことは、めちゃくちゃたくさんやる必要はない
し、どっちかというと制限してやりましょうと捉え
ていただけたらいいと思といます。5回が 6回じゃ
ダメなのか、7回じゃダメなのか、3回の方がいい
んじゃないですかと言われても、そこはもう全く根
拠がないので。目安という形で、制限をした方がい
いですよ、制限しましょうよというのが、この回数、
数字になって表れると理解していただけたらいいで
す。
日本は幸いにして、100 均のレベルでいろいろ

なボールが入手できます。もちろんモルテンさんと
か、いろんなタイプの正式なボールもたくさん発売
されています。軽いボール、柔らかいボール、素材
も色々たくさんあって、その中でも軽量ボールをう
まく使いながら、コーディネーションを高めるため
のエクササイズを小さいときからどんどんやるほう
がいいのではないかと思っています。
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これは、実際に JFA の夢フィールドに近くの子
どもたちが来てくれて、自分で好きなお気に入りの
ボールを使いながら、ちょっと頭のところでボール
触ってみようとか、ちょっと投げたボールを頭のヘ
ディング、額でボールを捉えてみようよとか、そん
なようなことをしているところです。どんなボール
を使うと子どもたちが楽しくできるのかをいろいろ
試した実験というか、子どもたちの様子を観察して
いるところです。
写真の 1番下は、先ほどお話ししたペンデルボー

ルです。これはボールをネットの中に入れて、器具
にぶら下げて、ヘディングやりなさいと言うと、子
どもたちは本当に楽しそうですね。対面でボール投
げてヘディングさせるとなかなかタイミングが悪い
のですが、これでやると、慣れてくるとヘディング
の基本的ないいタイミングで、いいフォームで、い
いところに当たるところを、子供たちはあっという
間につかむということが、良く分かりました。ペン
デルボールは夢フィールドにもないのですが、ここ
にもある方がいのではないかという話はしました。

⑤　ガイドラインの浸透に向けて

中山：これで私の話はほとんど終わりですが、アペン
ディックス、付録です。

ガイドラインを出 したときに、小さいときは風船
を使うといいですよと言うと、風船が一人歩きし
て、風船でヘディングの練習するんだとなってしま
う。ちょっと本質が違うところに行っているぞ、み
たいな事がありました。しかし、そういった形で何
かキーになる、目につく言葉というか道具というか、
そういったものをうまく使うことによって、人の関
心を得ることが出来るのかなというところもありま
す。
これは後でパネルのところで話が出てくるかもし

れないですが、ガイドラインはどれくらい浸透して
るのだと言われた時には、或いは JFAとしてこのガ
イドラインをどれくらい本気になって広めようとし
てるのだと言った時には、正直、充分に啓発活動と
いうのは行き届いていないと思っています。なんと
か多くの人に関心を持ってもらいながら進めていく
ことが、とても大事だと思っています。
これも最初に発表した時に、メディアの方にも

色々質問していただいたのですが、危険、リスクが
あるんだからやっぱり禁止するときちんと打ち出し
た方がいいのではないかという指摘を受けることが
多かったです。ただ、我々としては、このガイドラ
インを検討した当初から、禁止ではなくて制限をす
べきだろう、脳外科の先生たちが、そういう方向性
でという話をしていただいたこともあり、禁止とい
うのは JFAの中では最初から正直あまり考えていま
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せんでした。
JFAはサッカーをやっている人たちの集まりなの

で、サッカーの中でヘディングを禁止するというの
ではない方法で行こうというところが、このガイド
ラインを作ったスタートのところから一貫した我々
の方針になっています。

⑥　エビデンスについて

中山：あと、いろいろな根拠とエビデンスをしっかり
出しなさいと言われるのですが、ヘディングの衝撃
がどれくらい大きいのかを科学的に証明するのはな
かなか難しいです。人体実験で、ヘディングをばん
ばん頭に当ててデータを取るということは、もちろ
んできるわけもなく、いろいろなモデルを使ったり
とか、あるいはいろいろな計算をしたりとか、ある
いはマウスピースをかませて、そこに実際にボール
を当ててみたいなことをやったりしていますけれど
も、根拠とかエビデンスを示せと言われた時に、非
常に難しいというのを、改めてこのガイドラインを
作る中で感じているところです。
根拠とかエビデンスだとか言っている中で、さま

ざまな論文が提出されて来ています。その論文を見
ると、ヘディングが危ない、危険だということを主
張するような論文というのも当然たくさんあります。
論文は当然研究なので、そのデータは尊重されます
けれども、論文自体の妥当性というか、その辺を慎
重に見ていかなければいけないような論文も多いと
も感じているところです。

⑦　むすびに ～正しく恐れ、理解を高める

中山：とは言え、実際にヘディングに起因すると言わ
れている疾病も起こっているという報告も、現実に
出てきています。そういったこともしっかりと受け
止めながら、我々としては今の段階では「正しく恐
れ」ながら、のんきにヘディングやっていればい
いっていうものじゃないぞということを、特に育成
期の子供たちを指導している指導者の方々には、そ
の辺の理解をしっかりと高めてもらうということが
大事だと考えています。
サッカーでも、ヘディングだけではなくて、いろ

いろなリスクは当然あると思います。脳震盪もそう
ですし、あと心震盪、胸にボールが当たって心停
止が起こるというようなことというのもあります。
NHK で放送もあったと思うのですが、フットサル
の現場で起こっていて、そのときはAEDをうまく
使って救急処置をちゃんとして、大事に至らなかっ
たというようなことがありました。救命の講習会と
かでも使っている映像ですが、そういったことも起
こりますので、指導者がヘディングは安全だという
ことではなくて、やはりある程度のリスクがあると
いうことを前提としながらしっかりと指導していっ
てほしい。そういったことがすごく大事になってく
るのではないかと思っています。我々としても選手
の安全が脅かされるような状況をつくらないように、
しっかりと環境をつくっていくことが大事ではない
かと思っています。

関：中山さんから、サッカー協会としてガイドライン
をお作りになられた経緯等をご説明賜りました。ど
うもありがとうございました。

3：サッカーボールの国際規格ー FIFA との取組み
椙浦 正俊（株式会社モルテン スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長）

関：次はボールの観点から。株式会社モルテンの椙浦
さんにご解説をいただきたいと思います。ヘディン
グガイドラインの中でも、6項にゲーム環境と推奨
ボール等の紹介という話が出てきます。我々サッ
カーをやっている者であっても、ボールがどのよう
な規格になっているのか、規格はどういう要素で構

成されているのか、それらがどういうふうにしてそ
の規格になっていったのかというところについては、
あまり知らない方がほとんどではないかと思います。
今日は詳しくご説明を頂戴したいと思います。椙浦
さん、よろしくお願いいたします。
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椙浦：はい、ありがとうございます。株式会社モルテ
ンの椙浦と申します。本日はサッカーボールの国際
公認規格、あるいは製法といったものについてご説
明をさせていただきたいと思います。まず今、写真
をお見せしていますが、これは国際サッカー連盟、
FIFA が運営している、チューリッヒにある世界サッ
カーミュージアムというところで撮った写真なんで
すが、サッカーボールの画です。サッカーボールと
言いましても、布にこういった形でテープを巻いた
ものだったりとか、まあ形状もこれなんか縦長に
なっていたり、サッカーボールと呼んでよいものか
というところはあります。
サッカーは「世界の言語」と言われるように、国

をまたいで、というか、世界中で行われているス
ポーツですので、それを統括する FIFA としても、
サッカーボールの国際規格を設けています。FIFA
の中には、ボールの品質プログラムというものがあ
りまして、これは 1996 年に出来たもので、ちょう
ど今年で 25年になります。
そしてフットボールの規則に関わることについて、

少し言及したいと思います。
サッカーの審判資格などをお持ちの方などは、競

技規則の左上に IFAB と書いてあるのをご存じで
しょう。これは IFAB という機関のことで、この
世界サッカー評議会というところが、フットボー
ルの規則や重要事項を定めています。この IFAB は、
FIFA とイギリス、英国の 4サッカー協会、すなわ
ち、イングランドサッカー協会、ウェールズサッ
カー協会、スコットランドサッカー協会、そして北
アイルランドサッカー協会。この 4協会が集まって、
IFAB という組織を構築して、フットボールのルー
ルを作っている。
そして FIFA の中には、ボールについての「技術

委員会」を設けております。その中には当然、FIFA
内部の技術部の方だったり、あるいはテスト機関
だったり、我々のようなボールメーカーだったり、
大陸連盟のメンバーなどが所属していて、ボールの
ありようを討議して、IFAB に対して提言を行うと
いう活動をしています。
私 も こ の、TAG と 呼 ば れ る「Technical 

Advisory Group」 の中で、ボールについての審議
を行っています。この中には、後ほどご説明する
ユースフットボールプレーヤーのボールについての
事項もある。最近で言えば、環境負荷低減に対して
どういうことができるかというようなことを審議し

ています。FIFA では 10 月に FIFA カンファレン
スといって、いろんな議題について、本来であれば、
チューリッヒの本部で議論したりするんですが、去
年、今年に関してはオンラインで、テーマごとに打
合せを行っています。
そして、ボールの国際公認についてお話をして行

きたいと思います。サッカーボールを見ていただけ
ますと、こういった形で「FIFA クオリティ」、ある
いは「クオリティプロ」というマークがついている
ものがあります。これは、Jリーグもそうなんです
が、国際試合などではこのような国際公認マークが
付いているものを使用しなければならないと定めら
れています。
この国際規格はどういうことから成り立っている

かということなんですけど、7つのテストに合格し
た物にこの国際規格、国際公認というものが認めら
れています。わかりやすいところで行くと「円周」
ですね。あとは球技なので、「真球に近い丸さ」と
いうこと。
そして 3つ目はリバウンド、跳ね返りです。こ

れもそれぞれテスト基準があって、跳ね返りなどは
2mの高さからボールを落として、そして（跳ね返
りが）135 センチから 155 センチの間と定められ
ています。通常は 20℃で実施しますが、やはり寒
くなると跳ね返りが低くなるので、5℃の気温の状
態を想定したテストも近年導入されています。
4点目と 5点目が、今日のヘディングのトピック

にも大きく関わってくるかなと思っています。やは
り衝撃というのは「重さ」と「スピード」が影響し
ますので、「重量」と「吸水」による重量増加がヘ
ディングとの関係としては大きい。5号球であれば
420g から 445g、これは厳しい基準で、先ほど私
が申し上げました「クオリティプロ」という、より
厳格な規格ですとこの 25g の中。そしてもう少し
緩やかな規格でいうと、410g から 450g という重
量が設けられています。日本では、13 歳以上、中
学生以上のプレイヤーは 5号球でプレーするのです
が、サッカーボールの重量はおよそ 430g ぐらいだ
と覚えておいていただけるとよろしいと思います。
また、吸水性ですが、これも元々の重量の 10%

まで増えてよい、ということがこの FIFA の品質基
準では定められた。2015 年ぐらいまでは、緩や
かな規格ですと吸水率も 15%まで増えてよい規格
だったのですが、近年、ボールの性能が向上したと
いうことと、安全性を考慮して緩やかな基準でも吸
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水量は 10%までと定めています。
あとは「圧力の低下」と「形状サイズの保持」と

いうこの 7つの項目で国際基準は成り立っています。

今、テストは単純に重量を測ったり、或いは吸水
性というものは桶のようなものに水を入れて、そこ
に圧縮して水を吸う、吸わないというところを測
る。丸さでいいますと、16 カ所、このような機械
を用いて計測しています。先程の 7つのテストをま
とめたものがこのようになるんですけど、先ほど少
し触れましたとおり、重量、5号球で行くと、より
厳しい基準ですと 420g から 445g、そして緩やか
なもので 410g から 450g。ユースプレイヤーです
と、日本では小学生年代ですと 4号球を使うんです
が、4号球ですと重量は 350g から 390g ぐらいの
重量。それで、吸水率に関しては、いずれも 10%
までという形で定められています。

次に、ヘディングガイドラインとの関係で、「若
年プレイヤーとボールの関係」という点を説明した
いと思います。JFAが発行しているヘディングガイ
ドラインのアペディクス（付録）にのっているんで
すけど、FIFA としてユースフットボール年代に応
じたボールの推奨も行っています。先ほど、イング
ランドフットボール協会のヘディングガイドライン
の発行が 2020 年ということを中山先生からもご説
明いただきましたけれど、我々このボール部会に関
わるメンバーたちは、だいたい 2009 年とか 10年

ぐらいから、各国で年代別にどういうボールを使っ
ているかというのを調査して、このような形で通常
の 5号球に至る行程といったものをまとめました。
ここはもちろん、ヘディングの安全性といった観

点もそうですし、やはり人種によって成長の度合い
が違ったり、あるいはその文化的な背景とかもあっ
て、2種類のボール工程を組みました。私も部会で、
アジア人は欧米の子供達に比べて、成長が少し遅
かった、あるいは日本なども中学生までは 4号球を
使うということは永らくやってきたので、大きくて
軽いボールというよりは、小さいボールから徐々に、
大きいボールを使っていく方が、技術習得場も自然
なんじゃないかというようなことをコメントした記
憶があります。
ドイツなどは、例えば 11 歳ぐらいの場合には、

軽量 4号を使ったり、これは通常の 4号ですけど、
場合によって軽量 5号を使うという国なども欧州に
はある。この軽量 5号の重量が 2種類あって、軽
い軽量 5号より少し通常の 5号に近い軽量という形。
サイズは大人のもので、重量をより軽いものから重
たいものに変えて、というような形をとっている国
もあれば、日本のように、一年生あるいは幼稚園で
言う年長さんで入ってから、小学校を卒業するまで
は 4号球を使っているという国もある。さすがに幼
稚園生ですと身長 100 センチも無いですし、小学
校 6年生ともなると、大きな子が 160 センチ、場
合によって 170センチ近い子もいたりしますので、
すべて同じものを使うというよりは、成長に従って
適切なサイズのものを使うということを FIFA とし
ても推奨はしています。ただし、これは各国協会に
任されているので、強制ではないということも合わ
せて記載されています。
これも先ほど石堂先生もご紹介いただきました、

イングランド協会のヘディングガイドラインですね。
その中には、日本のガイドラインの 6項にもボー
ルの適切なサイズといったことも記されていますが、
8歳ぐらいまでは 3号球がいいんじゃないかという
ことも記載されています。
あとは、衝撃テスト。これは FIFA の我々の部会

でも報告は受けています。今もシェフィールド大学
での研究も行っていますし、ドイツにある大学の研
究でも、ヘディングの衝撃を研究されている方がい
らっしゃいます。我々も会議の場で共有しています。
ですので、通常の 5号球のサイズのものよりは、4
号球だったり 5号球の軽量の方が衝撃度は少ないと
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いうような報告もなされています。では、どれくら
いの程度だというのは継続した研究課題にはなって
います。
これも研究の一例ですが、サイズと重量とヘディ

ングの衝撃の関係といった形で論文を作られてる方
もいらっしゃいます。
で、今申し上げたことがサイズですが、先ほどの

石堂先生の資料の中でも、茶色一色の表面に縫い糸
が見えているようなレーシングタイプという、昔の
ラグビーボールのような形状ですけど、こういった
ボールと、現在のボール。見ていただいたと思い
ますが、ボールも作り方がかなり異なりますので、
サッカーボールの作り方、製法、これの種類をご紹
介したい。
一般的には永らくはずっと縫いボールでした。

サッカーボールは手で縫って作っていました。よ
くサッカーボールを見ていただくと、「メイド・イ
ン・パキスタン」だとか、原産地が書いてあるもの
が多かったりする。それは、もともとイギリスの
軍隊が駐屯していてサッカーをする。でそれを修繕
するというところから、パキスタンという国でサッ
カーボールの修繕とか、あるいは生産が盛んになっ
た。で、多くのサッカーボールはパキスタン製。実
際、パキスタンの中でもシャルコットという町で作
られている。日本で言うと例えばメガネは、福井県
の鯖江市で作られているものが多い。といったよう
にパキスタンの一地域では、サッカーボール作りと
いうのがその地域の産業になっている。永らくその
地域の産業として発達してきました。
ワールドカップの歴史でいいますと、2002 年の

ワールドカップ、日韓共催大会までは手縫いのタイ
プのボールが使われていました。ちなみに、1982
年の大会までが天然皮革。牛の革を縫い合わせたも
ので、86年メキシコ大会以降が合成皮革。ポリウ
レタンで作られたサッカーボールになっています。

近年増えてきているのが、熱接合というタイプの
ボール。これは、ボールのパネルと呼んでいるんで
すが、五角形や六角形、あるいは近年ではそういっ
た多角形にとらわれない形状のものを、熱と接着剤
で接合したタイプのボールが使われています。
近年の国際大会、あるいは各国のトップリーグ、

我々も例えば、UEFA や AFC に提供しているボー
ルあるいは、日本国内では Jリーグや JFAの主催大
会で使っていただいているボールのほとんどは、こ
の熱接合というタイプのボールになります。

この伝統的な手縫いボールですが、中身の方はあ
まりご覧いただいたことがないと思うんですが、き
わめてシンプルな構造です。この五角形、六角形の
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パネルと呼んでいる、合成皮革、人工皮革と、中の
チューブ、これは合成ゴムや天然ゴムを使っていま
す。それと縫い糸を用いて球体を作っていくという
のが、昔ながらのサッカーボールの製法です。

このボールですと、先ほどお話をした「吸水率」
に関して、この縫い目と縫い目の間から水を吸うん
です。日本は特に梅雨時期、あるいは冬の寒い時期
などは、一旦、こういうところ吸水すると、なかな
か蒸発しなくて、ボールが重い状態でプレーをする
とことがある。あるいはそういったことが変形の原
因にもなるので、プレーの品質を保つという意味で
も問題はあります。

このボールの構造ですが、縫ってある所はこう
いった形で二重に重なっているので、サッカーをさ
れている方は経験があると思うんですけど、例えば
ヘディングをした時に痛いなんて言う時は、こうい
うところで当たると 2枚重なった部分がヘディング
をするので、結構、衝撃としては大きい。
これに対して近年出ている「熱接合」のタイプと

いうのは、この縫い目の部分がありませんので、そ
ういった硬さの違いというものがまずない。という
ことと、手縫い時代は、職人さんが 1つずつ手で縫
い合わせて作って、まあだいたい 1個に 3時間ぐら
いかかったりするんですけど、そういったことがな
くて、機械で作るので、丸さとしての真球度も高い。
もう一点申し上げるとすると、サッカーの試合で

は、国際試合では 9球、そして J リーグの試合な
どでは 7球を、1試合で使うんです。これはマルチ
ボールシステムで、なるべくインプレーの時間を長
くするということで、複数のボールを使っています。
手縫いのボールですと、例えば重量も先ほどご説明
したように、FIFA の規格でも、緩やかなものです
と 30g、40g の差があるので、重量が違うと当然プ
レーにも影響が出てくる。ですが、機械で作るので、
この重量だったりサイズだったりっていう所の誤差

が手縫いに比べると極端に小さい。こういうことが
ボールの性能の向上につながっています。
このように、IFAB も謳っているとおり、安全か

つ公平・公正という観点で、やはりボールも近年発
展してきたといえます。
先ほどのものを少し簡単に図示すると、手縫いと

いうのはこの部分を二枚重ねて縫い合わせています。
そして最近の熱接合のボールは、熱で着けているの
で、二重に重なっているように見えるんですけど、
厚み的には 1枚のパネルと同じという成形方法。
私もサッカーを 30年程やっていますが、プレー

しているだけですと、なかなかボールの特徴とかそ
ういったことに普段気づかないことも多い。しかし
ながら、作っている立場からすると、やはりサッ
カーというスポーツの特性に合わせて、ボールも発
展させているといえます。
非常に簡単ではあるんですけど、今日は、この

ボールの国際公認企画と製法というものを、簡単に
ご説明させていただきました。どうもありがとうご
ざいました。

関：誠にありがとうございました。普段お伺いするこ
とのできない専門的かつ貴重なお話でございました。
ところで、「手縫い」のボールの方が非常に丁寧

に作っていらっしゃるというイメージがあったので
すが、「硬さ」「重さ」「衝撃度」といった観点でい
うと、手縫いのボールはどうなのでしょうか。

椙浦：熱接合、手縫いという単純比較では、なかなか
衝撃値の違いはないんですけど、単純に物性を計測
でき、重量とか丸さという意味では、やはり熱接合、
機械で作る方がクオリティとしてはより品質価値が
高いものができると思います。ただ、機械で作ると
いっても、設備自体を作ったりとか、あるいは製品
プロセスの管理とか、あるいは手縫いのボールはそ
の素材があれば出来てしまうんですけど、そういう
ものでもなく、熱接合のボールを作るための機械自
体がかなり技術的に大変なので、誰でもが作れると
いうことではありません。

関：なるほどですね。なお、ヘディングガイドライン
との関係で、FIFA と具体的にこういった取組を行っ
ているというものは、無いという理解でよろしいで
すかね？
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椙浦：そうですね。ボールブランドとヘディングガイ
ドラインのための活動ということでは、吸水率の厳
格化とか、ユースフットボール、特に若年層に対し
て適切なボールを作るということはあります。けれ
ども、このヘディングガイドラインのためのボール、
あるいはそれの追加措置といったことは、現状では
ありません。

関：ヘディングとの関係で言うと、やはり「重さ」と
か「衝撃」といった、先ほどお話に出た品質が問題
となるのかなと思うんですが、その規格は、何か科
学的な根拠をもとに製作されて、規格を作ってい
らっしゃるということなんでしょうか。

椙浦：もともとは、科学的な見地というよりは、
1990 年代後半、一般的に流通されていたものを集
約して、サイズ、規格を設けたというところがあり
ます。経験値からくるものの方が多い。その上で、

技術の発達によって、以前は手で作っていたという
こともあって誤差が大きかったものを、素材や技術
の発展によって、よりその許容範囲を、小さくする
ことが出来た。ボールの品質が結果、安全にも寄与
していると捉えています。

関：ありがとうございます。私から先んじていろいろ
ご質問をさせていただきました。
モルテンの椙浦さん宛てには、本郷さんから

チャットが届いていますので読み上げます。「これ
はご質問ではなく、単なる雑談としてなのですが、
モルテンさんに『ソフトタッチ』というものが備品
にあって、そちらのほうがプレーしやすくて取り合
いになった思い出がある』という話が書かれていま
すので、モルテンさんに捧げたいと思います。

椙浦：ありがとうございます。いいボールです！

＜パネルディスカッション＞

「安全・安心なサッカーのために
～ JFA「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に～」

①　育成年代におけるガイドラインの浸透度

関：それでは、皆さんからご質問いただいた点も踏ま
えて話を進めていきたいと思います。
最初に、中山さんから先ほどお話がございました

ように、ヘディングガイドラインをもっと広めてい
くことに力を入れて行く必要があるというお話があ
りましたが、では、現場でどのぐらいガイドライン
が浸透しているのかとか、現場でどういう指導をな
されているのかというところをお伺いしたいなと
思っているんですが、今日お越しの中で指導者の方、
いらっしゃいますでしょうか？
山田さん、いらっしゃいますか？　山田さんはス

フィーダ BFC 所属でいらっしゃるということです
が、現場でどういう風なヘディングの教え方をされ
ていますか？

山田：はい、過去に小学生の指導をしておりましたが、
その時はヘディングガイドラインというのはなかっ

たのですが、個人的に興味がありました。イングラ
ンドの FAから、ヘディング 1000 回すると交通事
故に遭ったのと一緒だよという記事が出たりとか、
そんな時期でもあったので、私自身は子どもに対し
て、小学校 6年生までヘディングの練習をさせませ
んでした。一方で、私の長男がサッカーをやるので
すが、ヘディングのリフティングを小学校 1年生で
も 2年生も 3年生でも、練習の中に取り入れるとい
うことがあって、ひとりの親として、これ、良いの
かなという疑問がありました。ですので、ガイドラ
インができたということ自体がものすごく安心感が
あります。ただ、これを作られた過程ですごく苦労
されて悩まれたと思います。一方でC級指導者の立
場からは、エビデンスがあるのと言いたくなるのは
すごくわかります。
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②　「医・科学者とサッカー指導者との
 横断的プロジェクト」とは？

関：まず、ガイドライン制定時の議論と、事後の反応
については、先ほども中山さんからお話いただきま
した。その中で、医・科学者とサッカー指導者との
横断的なプロジェクトという話があったと思います。
こちらについて、ご質問も頂戴しているところです
ので、この点について中山さんの方でお話いただく
ことはできますでしょうか？

中山：はい、横断的プロジェクトという言い方をして
いますが、どういうメンバーで検討したかというと、
基本的には JFAに関わっているスポーツ医学の先生
方、整形外科、内科医、脳外科の先生方、あとはた
くさんの現場のコーチの中からのメンバー。それと
フィジカルコーチの立場の者、それと町の小さいク
ラブで、ボランティアで指導している方、長く JFA
の中で育成とか女子のサッカーに関わってきている
者。あとは、スポーツ科学の研究者でコーチもやっ
ている者。そういったヘディングガイドラインに関
わるであろうと思われる JFA 内の 5、6 人のメン
バーを中心にして、その人たちの個人的な繋がりも
含めて、いろんな情報を収集しました。何回か集ま
りながら、中身を具体的に決めて行ったというのが、
横断的なプロジェクトの形成になります。もちろん
最終的に公表するまでの間には、スポーツ医学委員
会、あるいは技術委員会という組織があるので、そ
ういったところにと原案を出し、それを見ていただ
いて、さまざまな意見をいただく中で修正をしまし
た。JFA内の役員のミーティングとか、あるいは理
事会とかでもしっかりといろいろとご意見をいただ
く中で、最終的に第一版という形で公表したという
のが、我々の取り組みです。

関：ヘディングガイドラインをつくるその前提として、
プロジェクトがあったということですね。

中山：そうですね。先ほども少しお話ししましたが、
イングランドでガイドラインが出てきたということ
に対して、JFAに対する問い合わせというのが結構
多くなってきた中で、最初は事務局で検討するとい
う形でした。しかしながら、医学委員会の方も、お
医者さんの立場で発信してもなかなか指導者に伝わ

らないというようなこともあったので、技術委員会
がまず主導になって少し検討してほしいとなりまし
た。先ほどお話ししましたが、最初から禁止という
方向性ではなくて、リスクがあるので、制限は必要
だろうという所からスタートして進めていったとい
うことです。

関：そのプロジェクトにお集まりの方々は、非常に幅
広いメンバーの方がお集まりなのかなと。一堂に会
して議論しているというカタチではないのかもしれ
ませんが、どういう議論がなされているのかについ
ては、特に親御さん、子供さんを持つ親の立場から
すると、非常に関心があるのではないかと思います。
その議論の内容は、どこかで今後オープンにすると
いう発想は、今のところはまだ無いという感じです
か？

中山：そうですね。特にオープンにするためにきち
んと議事録を取った訳ではありません。コロナの関
係もあり、オンラインでの会議が多くて、オンライ
ンを通してそれぞれの専門の立場からヘディングの
リスクをどう感じているか、実際どれくらいリスク
があるのだろうかを議論しました。あるいは最終的
にどのように周知させてったらいいのか。ヘディン
グでボールが頭に当たるリスクをあまり気にせずに、
大人になった時にちゃんとヘディングができなくて
大きな怪我をしてしまうというようなリスクを除い
てあげるということを、もうちょっとしっかりと発
信した方がいいんじゃないかというような話はやっ
ぱり多かったです。僕らはお医者さんではないので、
どんな病気になってしまうのか、どんな疾病が起こっ
ているのかということに対して何ら意見も言えませ
ん。僕らは大人になったときのヘディングの技術を
どうやったら身につけられるのか、出来るだけヘディ
ングをたくさんしないような形で、でもヘディング
が上手になることは忘れずにトレーニングしていく
ということを、どうやって伝えていくか、こういっ
たところが議論の中心だったと思っています。

③　ガイドラインに関する医的な議論

関：その議論が起こり始めたのは、先ほどの話だと、
イギリスの方でルール化がされた時が発端なので
しょうか？
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中山：だいぶ前から「ヘディングは危ないんじゃない
か」という話は出ていたというお話もありましたが、
我々もサッカーを長くやってきて、頭にボールが当
たって痛い思いもしてるし、爽快感を味わっている
ということももちろんあります。FAがヘディング
ガイドラインを出すまでは、重大な危機感はあまり
なかったです。

関：今回いただいているご質問の中で、北原さんの質
問をご紹介させていただきます。

北原：「くも膜嚢胞」を持つお子さんがかなりいらっ
しゃると聞きますが、このことへの対応については、
JFAさんとしては、どのように考えていらっしゃる
のでしょうか？

中山：これも私は専門家ではないので、このことにつ
いては、これを考える初期の段階から、脳外科の先
生から説明をお受けしています。正しい言い方かど
うかは分からないですが、子供たちのヘディングを
禁止しなければいけないという状況ではないと我々
は判断しました。そういうことで始めています。こ
の問題については、JFAの中でも認識はしています。
それを踏まえた上でガイドラインを作っているとい
うのは間違いないです。このことについて無視して
いるわけではなくて、このこともしっかりと話題と
して入っている中で、このガイドラインが作られて
いると理解していただけたらいいと思います。

関：わかりました。ありがとうございます。今日、医
師の先生でお越しの方っていらっしゃいますか？
ちょっと話題が医的な方面に行っているように思い
ますので。医師の安藤先生、いらっしゃいますか？

安藤：こんにちは。

関：安藤先生、今までのお話を受けてですね。何かコ
メントございましたら。ご質問でもご意見でもお願
いいたします。

安藤：はい、JFA に所属するドクターの中でいろい
ろと議論されているので、私が言うまでもないと思
いますが、ガイドラインを拝見しまして大変勉強に
なりました。私自身、もともと消化器科で、整形外

科でも脳外科でも無いので、必ずしも全てを理解し
ているわけではないんですけれども。このガイドラ
インを見て、特にサマリーのところでよく書いてあ
ると思うんです。いくつかそのまま読みますと「頭
同士、肘、転倒などの衝撃の怪我のリスクがある」。
今日はボールの話もありましたけれども、ヘディン
グのリスクってボール以外にも、相手の頭や肘、あ
るいはゴールポストにぶつかるところにもあるんだ
よねっていうところは、周知する必要があると思い
ます。指導者はそれに伴う頭部への打撃や、脳震盪
であったり、そういったことを心配しなければいけ
ない。現場に居る指導者というのは、アクシデント
が起きた時にどういった対応をしなければいけない
のかというのは充分に理解していただく必要がある
と思います。この「頭部外傷 10 か条の提言」（日
本臨床スポーツ医学会発行）は、今日いらっしゃる
方はほとんどの方がもしかしたらご存知かもしれま
せんけれども、これは医者向けの話ではなくて、現
場に立つ指導者のみなさんが全員知っておくべき内
容です。頭に衝撃があった時に、脳震盪かもしれな
いって、どうやって判断するのだろうっていう根拠
になるので、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思
います。今回、子供たちの安全なサッカーあるい
は安全なスポーツのためということを考えていま
すが、きっちりと勉強して頂くことが大切でして、
JFA ガイドラインのサマリーの最後に書いてある
「脳震盪への対応について啓発を強化する必要があ
る」というのはまさにその通りだと思います。
あとは、「コーディネーションの発達、技術習得

の観点から、幼児期からのヘディング技術習得のト
レーニングや指導が必要である」とあるところは、
ちょっと疑問に思ったのは、「では、幼児期にヘ
ディングをするのが良いのか」という点です。先ほ
ど中山先生も触れてましたし、ガイドラインに元代
表選手のインタビューとして、「サッカー以外の競
技」をやっていたのは役に立ったと書いてあります。
サッカーばかりやって専門性を高めるよりは、むし
ろ、ジャンプ系の競技ですね、バレーボールだった
り、バスケットであったり、ハンドボールだったり、
そういったものをトレーニングに取り入れて、中学
生、高校生になってから、ヘディングを練習した時
に、上達に繋がるっていう方向性というのも、皆さ
んに考えていただけたら良いのではないかと思って
います。
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④　海外のヘディング規制

関：ありがとうございます。
では、海外の話について、本郷さんのご質問を取

り上げたいと思います。「中山さんのご説明で JFA
のガイドラインを『正しく恐れて正しい技術を身に
付けよう』と理解したのですが、UEFA やアメリ
カの研究事例を踏まえて、それらの国ではどのよう
な方向で対策が取られようとしているのでしょう
か？」ということです。
これは、先ほどのお話にあったところを踏まえる

と、アメリカのサッカー協会では、10歳以下につ
いてはヘディング禁止だけれども、それはペナル
ティが無いという話でしたね。FAの方では、2020
年にガイドラインが改定されて 11歳以下は、原則、
練習・試合共にヘディングが禁止で、段階的に制限
が解除されていく。そのような理解をしております
ので、その他の協会がどうなっているのかというと
ころについて、石堂先生からコメントをいただけれ
ばと思います。

石堂：新聞報道とかでしか知らないのですが、やはり
英語圏は議論が進んでいて、カナダとかニュージー
ランドとかオーストラリアも検討に入っているとい
う話は新聞に出ていましたが、まだ禁止というとこ
ろまでは、私は確認していません。

関：FA でガイドラインが改定されて、このように定
められたことで、日本同様インパクトとしては非常
に大きいものがあったと理解はしております。

石堂：UEFAもガイドラインを出しましたので、同じ
ような方向で検討して行っているのではないかなと
思います。

関：ありがとうございます。石堂先生も法学者でい
らっしゃる。私も弁護士なんですけども、この「ペ
ナルティがない」ガイドラインという形での規制は、
実効性を高めることが非常に難しいと思います。こ
のあたりについては、石堂先生ご自身としては、今
日のお話を踏まえて頂いて、どういった方向での規
制が望ましいと考えていらっしゃるか、個人的なご
意見ございましたら、ぜひお願いいたします。

石堂：日本のガイドラインもそうですけれども、バー
ジョン 1ということで、彼らも多分、まずは実験的
に啓発して行くという段階が必要ということでしょ
う。ですから、いきなり「明日からヘディングは
やっちゃダメです」というような乱暴なことは、多
分しないと思うのです。まずはサッカーをされてい
るお子さん、それから親御さん、それから先ほどス
キルの話もありましたけども、学校の体育の授業な
んかで、適切なボールを使う。偶然当たることもあ
ると思いますけど、まずはそういう事象があり、危
険はあるんだというところを啓発していくというこ
とが必要なのかなと思います。

関：最近のニュースで、9 月 26 日ですから 1 ヶ月
ちょっと前ですけれども、英国サッカー協会とイン
グランドプレミアリーグが合意して、「強力なヘディ
ングを週 10回までに制限する」。これ、大人の話で
す。大人の、プロ中のプロの話です。強力なヘディ
ングとは何なのかというと、定義としては 35m以
上のパスを受けた後のものが対象になっているよう
です。で、「週 10 回までに制限する」ということ
なのですが、石堂先生、これは「試合のみ」なので
しょうか。「練習も」なんですかね。

石堂：基本的に練習ですね。試合は別にヘディングを
禁止していない。練習の制限ですね。

関：それはそうですよね。それに対して、トッテナム
ホットスパーのヌーノ監督が、「選手が何回ヘディ
ングしたかなんて数えていない」と言って、「新
ルールを無視したことを告白した」ことがニュース
になりました。記者会見で、「セットプレーの守備
は制限下でどうやって改善していくんですか」とい
う意地悪な質問をマスコミからされ、これに対して、
ヌーノ監督は、「だからこそ誰の目もないところで
トレーニングをしているんだ」と答えてしまいまし
た。「サッカーはジャンプやヘディングをしたりす
るものなのでゲームの一部なんだ、なので練習しな
いわけにいかない。」と答えました。

石堂：イギリスの新聞各社が取り上げて、やはり問題
視していますね。それで、プレミアリーグもこの件
について調査に入るという報道がされていましたの
で、まあ、処分が出るかどうなのか、ちょっとわか
りませんけれども、注目を集めていると思います。
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関：そうなのですか。そもそも、この 35m以上のパ
スを受けたヘディングについて取り締まる必要性に
ついてのエビデンスがはっきりしないために、守ろ
うとしていないのではないかと思うんですよね。こ
れを取り締まることに、合理性があるのかという議
論や、どういう議論が中であるのかなというところ
は、何かあればご紹介をいただければと思います。

石堂：一応、FAは調査をしました。リヴァプールだ
とか、練習で衝撃度を測って、35mだとか、フリー
キックからの衝撃度は、ボクシングとかの平均的な
衝撃度に非常に近い値が出てきました。

関：これはプロに規制をかけていますけど、アマも、
すべての方に適用されるという趣旨ですかね？

石堂：おそらくお子さんの危険度も少しあったのです
が、やはり衝撃度から行くと大人の方が強いので、
こちらのほうを規制してきているということじゃな
いかなと思います。

⑤ 　海外のヘディング規制を受けての日本
での動き

関：中山さんにお伺いしたいんですけれども、このあ
たりについては、何か日本での動きがあるのでしょ
うか？ 35m以上のパスを受けたヘディング禁止な
どといった制限をかけようというお話について。

中山：いや、特に具体的にそういう議論はないです
ね。ただ、小学校の、先ほど言いましたように、全
日本少年サッカー大会のヘディングのシーンは、大
概キーパーのロングキックだとかディフェンダーの
ロングボールをセンターバックが跳ね返すみたいな
ことが多くて。そこの選手たちが中心的にヘディン
グしなきゃいけない状況になっているっていうのは、
あるだろうなというふうに思います。Jリーグなん
かの試合のウォーミングアップとか見てもらえばわ
かると思いますが、大概センターバックとかあの辺
のポジションの人は、試合前、何本も何本もヘディ
ングして、それから調子整えてゲームに入るみたい
な感じ。彼らのヘディング、ボールが頭に当たる回
数というのは、普通の人よりは間違いなく多い。こ
れに対してどう考えるかですけど、日本の場合はま

だそこに対して何らかの規制をしようとかという話
は、私の方ではそこまで把握していません。

関：「ヘディングをするな」という話だと、「試合中に
ファールを取る」ということになるんでしょうか
ね？　例えば、試合中に 10回ヘディングした場合
に、これはどうなってしまうんでしょうか？ペナル
ティがないルールっていうことなんですよね、これ
は。

中山：おそらくそうなんだと思いますけどね。「強い
強制力をもってではない。ただ、やはり危険だとい
うことを強く言いたい」っていうことだろうと思い
ます。

⑥　頭部の衝撃を緩和するボールの可能性

関：今日はモルテン椙浦さんにお越しいただいていま
すので、ボールについて詳しいお話をお伺いできま
した。ヘディングを育成年代で禁止しないという前
提に立った時に、では、「ボール」について、可能
性としてどこまでできるのだろうかという点をお伺
いしたいと思います。そもそも、中学一年生ごろの
年齢向けのヘディング練習用ボールは、今現在発売
されていたり、推奨していたりするものはあるんで
しょうか？

椙浦：ヘディングの技術習得という観点では、いわゆ
る「テッサー」と言ってるんですけど、通常の 5号
球で、製品化している物はあります。正しい位置に
ボールを当てる、ボールを捉えるというためのもの
ですね。頭部の衝撃も、頭頂に当てるとかではなく
て、やはり正しい位置に当てるということも大事だ
と考えていますので、そういったヘディングの練習
ボールというものがございます。

関：ありがとうございます。ヘディングの練習に最適
というのは、このヘディングという技術を習得する
のに最適という趣旨なんですね。

椙浦：そうですね。正しく頭で、額でとらえるという
技術習得に最適ということです。

関：ボールの材質として、ヘディングがこれだけ危険
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かもしれないと言われている中で、どこまで現状可
能なのかというところについて、現実の製品可能性
はとりあえず措くとして、お伺いできればありがた
いと思うんですが。

椙浦：これは私個人の経験からコメントさせていただ
きたいんですが、出来るは出来ると思います。ただ、
例えば、それがボールの重量、サイズなんかもそう
なんですけど、実際試合で使うための練習であった
りとか技術習得だったりするので、試合の時のボー
ルと仕様が大きく異なることになると、これもまた
広がりが限定的になるのかなと思います。あとは
ボールが危ないということも一部あると思いますが、
先ほど医師の安藤先生がおっしゃっていたように、
「頭部同士の接触、衝撃」の方がやはり危険もあり
ます。あるいはきちんと競るということを憶えてい
ないままプレーをした時に、大きな怪我をすると
いうリスクがある。私自身も小学生年代を指導して
いたりとか、自身の子供が実際、頭同士でぶつかっ
て病院に行った後に嘔吐して救急車で運ばれる、と
いう個人的な経験もあるので、そういったところの
ケアは非常に重要と認識しています。ガイドライン
の 6項にもあるとおり、「ボールのサイズ」そのも
のを変えていく、そういったところの議論も必要に
なってくると思います。そうすると、実際に重量が
軽いものでプレーをするので、安全性に加えて、あ
とは、技術の習得の上でも、やはり成長に合ったも
のを使うということが大事になってくると思います。

関：中山さんのお話の中で、ペンデルボールが最近見
なくなったっていう話をお伺いしました。ペンデル
ボールについては、生産量としても減っているんで
すかね。あまり使わないですかね？

椙浦：そうですね。確かに昔はみんなやったなあって
いう記憶はありますけどね。

関：そうですよね。

⑦　「ヘディングの良し悪し」と、脳への衝
撃の関係性

関：今、大河原さんからチャットで質問が来ています。
良い質問です。

「自分として、これは良いヘディングだと思った
時に、この選手の実感と脳へのダメージっていうの
は、合ってるのでしょうか」という質問がありまし
た。
これは誰に、お伺いすればよいでしょうか、中山

さんよろしいですか？

中山：うちで今、ヘディングを学生のサッカー選手に
やらせていて、でその時に一緒にマウスピースを嚙
ませて、どれだけ頭に衝撃を受けているかという
データを取っているんですけど、いいヘディングで
ボールが強く飛ぶ時は、当たり前ですけどその反作
用で、頭の衝撃は大きい。強いボールが行くという
ことは、その分強い衝撃を受けているということで
すよね。ヘディングで、ミスしてちょこっとしか当
たらないとか、変なところに当たってボールが全然
飛ばないということは、頭の衝撃も小さい。下手だ
からということと、衝撃の大きさというのは、別に
考えなきゃいけないような感じはします。当たる場
所が悪かったりとかで痛かったことが起こっている
かなという感じです。どういうふうに当たったら衝
撃が強くて悪いのかということはなかなか分からな
い。でも間違いないのは、不意にボールが当たった
ら、間違いなく衝撃が大きいので、意図的に向かっ
て行った時に、当たり所が悪かったり、当たった場
所によって痛さが違ったりとか、鼻に当たったらも
う大変なことになる。脳天に当たったら痛いという
こともあるので、これも単純に、あまり上手じゃな
いから衝撃が大きい、ともなかなか言い切れない。

関：非常に勉強になりました。「どういうヘディング
だと衝撃が大きいのか」という論点があるんですね。
これも物理的な情報収集のキーポイントになるかと
認識致しました。ありがとうございます。大河原さ
んもありがとうございます。

⑧　ボールの空気圧と、ガイドライン

関：今、山田さんからも質問がきました。これも良い
ご質問ですのでご紹介します。
「ボール自体の機能や素材の議論もありますが、

現場ではカチカチのボールでプレーしている子がた
くさんいますし、指導者も空気圧を全然気にしてい
ない。この点についてコントロールすることが考え



98

られるのではないか」という点です。
確かにそうかもしれませんね。この点、椙浦さん

にお伺いさせていただきますが、「ボールを購入す
るときに。表示はどこまでコントロールされている
のか」という点については、いかがでしょうか？

椙浦：はい。ボールの素材や安全性みたいなところの
表示義務ということですと、原産国表示であった
り、あるいはその内圧ですね。原産国に関しては原
則として義務となっているんですが、例えば内圧に
しても、そのほか素材にしても、表示することは義
務ではないので、表示でもって安全性を示している
といったことは、ほとんどのボールブランドではな
いのではないかと思います。ただ、我々部会レベル
の議論の中では、素材だったり構造だったり、そう
いったものが安全性をより担保することに繋がるの
ではという議論自体はあります。先ほどからお話に
上っている「衝撃」という意味では、やはり「重
量」が最も影響するのですが、球技においてボール
のサイズと重量を変更するのは、本当に大きなこと
なのです。規格として変わってしまったら、それ以
降、前の規格のものは、ほとんど用をなさなくなっ
てしまいます。非常に大掛かりなことではあるんで
す。ただ、安全というものはより重要なので、議論
をしているというのは実はあります。どこまでの実
現性があるかというと、今の段階では、なかなか私
自身もまだまだわからないところです。

関：適切な空気圧とか表示義務がないというのは、監
督官庁とかそもそも無いですよね。

椙浦：そうですね。ただ、ちょうど私もおとといぐら
いに、FIFA の会議後のアンケートとか来たので答
えるところだったんですけど、テストする時の適正
空気圧というのはあるんですね。空気圧の幅があっ
て、そのうちどの空気圧でテストした時に正しい値
になるようにというのもあります。あとは、例えば
JFA さんの多くの大会とかでは、ボールの指定と
空気圧の記載もある。実践的という意味では、そう
いった圧力で練習するというのがふさわしいかなと
思います。

関：簡単に測れる機械はあるんですか？

椙浦：あります。空気圧計というのがありまして、デ

ジタル表示のものとマニュアルで針があるものもあ
るんですけど、デジタルのものはかなり正確に出る
ので、それで測っています。ただ、多くの小学校、
中学校などでは、実はより低い空気圧でプレーして
いることのほうが多かったりします。Jリーグなど
は、用具を管理する係が 2日に一度ほど空気をきち
んと入れてボールを管理しています。

関：今の空気圧の点というのは、ガイドラインの方に
は記載されているんでしょうか。

中山：空気圧は、このガイドラインにはおそらくな
かったですね。

関：「重量」はありますが、もう一つ、「空気圧」も重
要だよというところがあるのかもしれませんね。
今、追加で質問を頂戴しています。中塚先生、こ

れはご自身でよろしいですか。

中塚：はい。書かせてもらったこととは別なんですが、
今の空気圧のことで。最近感じるのは、特に審判が
空気をキンキンに入れて試合に臨むようなケースで
す。普通の高校の大会でも、試合開始時にもうキン
キンに入っているんですよね。こんなキンキンの
ボールは、例えばウチの学校のような土の硬いグラ
ンドに本当に馴染むのかな。そんなことを思いなが
らゲームに臨んでいます。

⑨　少年サッカーでのヘディング指導法

中塚：先ほどチャットに書かせてもらったのは、ヘ
ディングの指導についての話になってきたので、こ
んなこともできるのではないかという私案です。私
はいまは高校生の指導をしていますが、かつて中山
さんらと一緒に少年サッカーの指導もしていました。
当然ヘディングの指導もします。ただ、それはヘ
ディング動作の習得というよりも、まずは正しいと
ころにボールを当てるということです。ミートポイ
ントを探すために、まずは「ボール乗せ」をします。
ボールをおでこに乗せ、膝でうまいことコントロー
ルしながら落とさないようにする。Coordination
のトレーニングですね。そういう遊びをやっていま
した。体育の授業ですと柔らかくて軽いバレーボー
ルもあるので、それを使ってボール乗せをして、そ
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の場でのボール突き、あるいはバレーボールのオー
バーハンドのトスとヘディングを組み合わせて続け
てみる。キャッチもあり。そういう遊びをやりなが
ら、正しいところ、「髪の毛の生え際の辺り」と表
現していますが、そこでボールをとらえる「ヘディ
ングごっこ」をするわけです。そして 2人組で、投
げてもらったボールをヘディングで返す。手を前に
出してぐっと引き戻し、体全体を使ってのヘディ
ング。あるいはほんのちょっと上に投げてもらい、
ジャンプして落ちながらボールを捉える。このよう
なことをバレーボールを使って行います。こういう
ことなら、いまあるボールを使っていろんなところ
で安全にできるのではと思います。少年サッカーで
もオススメです。

関：ありがとうございます。

⑩　むすびに

関：18 時が結びの時間になりますので、お三方から
一言ずつ、本日のお話を踏まえてこのテーマに関し
てお感じになられていることを一言ずついただけれ
ばと思います。まず椙浦さんからよろしいでしょう
か？

椙浦：はい、今日はボールについて話をする機会をい
ただきまして、ありがとうございます。やはりフッ
トボールを普及させる上での安全の重要性というの
は、これから続いて行くと思うので、我々としては、
より安全かつ魅力のあるフットボールに対してどう
いったことができるかを、引き続き考えながらもの
を作っていく、そして、それをきちんと説明してい
く。こういった機会も積極的に今後もいただきなが
ら、考えている方向性をお伝えできればなあと改め
て感じました。ありがとうございました。

関：では次に石堂先生からお願いできますでしょうか。

石堂：本日はどうもありがとうございました。こう
いった話をいただきまして、本当に感謝申し上げま
す。どちらかというと、私は、あの規制の側になる
のかもしれないんですけれども、前も一回こういう
シンポジウムをやらせていただいたので、指導者の
方のお気持ちやお考えはよく理解しています。将来

を考え、ヘディングの練習した方がいいんじゃない
かという気持ちは私も理解しております。ただ、私
の大学のサッカー部の学生さんとヘディングについ
て話をした機会がありますが、これはポジションに
もよるんですけれども、ほとんどヘディングした経
験がない学生さんもいます。ヘディングそのものが
上手く出来ないし、それについて困っているわけで
もないと。ヘディング練習をする学生さんでも、も
うヘディングはやりたくないというようなことも
言っている人もいます。ですから、子どもたちの気
持ちや彼らの将来をどう考えていくのかという長期
的な視点が必要になってくると思います。彼らの多
くはプロになるわけではない。個人的には、サッ
カーが好きな子どもたちは社会人としても長くサッ
カーを楽しめる人たちでいてほしいと思いますが、
残念なことに大学でやめてしまう子も結構います。
指導者の方の熱意は分かるのですが、まずは、子ど
もたちの健康や将来を考えた指導を考えていって欲
しいと願っております。確かに、大会での勝利も大
切だと思いますが、最近、野球でも球数制限が導入
されてきていますように、選手の健康状態をみなが
らの指導が重視されてきています。例えば、サッ
カーでも日々の練習において個々の選手のヘディン
グ回数を記録して、年間、どのくらいその選手がヘ
ディングを行ったのかということを記録してみては
どうでしょうか。記録をとることで、過度な練習に
なっていないか、チェックすることができるのでは
ないでしょうか。
本日はどうもありがとうございました。

関：ありがとうございました。今後もいろいろご教示
を頂戴できればと思います。
むすびに、中山先生から、本日のお話を踏まえて

一言をいただければと存じます。

中山：はい、貴重な機会をいただきましてありがとう
ございました。指摘されているとおり、JFAは公表
しただけで、後のフォローが全くないというのはよ
く言われていますので、この件に関してはしっかり
とフォローしつつ、しっかりとエビデンスも揃えつ
つ、改定していけたらいいかなと思っています。や
はり大事なのは、何度も言ってますし、さっき安藤
先生も言ってましたけれど、ヘディングを一回する
衝撃は、おそらくそんなに大したことないんだろう、
ただ、それをたくさん積み重ねた結果、大きな問題
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が起きるぞという認識は、今、正しいと思っていま
す。一回のヘディングがどうのこうのということの
心配よりも、それを出来るだけ積み重ね無いように
配慮することがすごく大事なこと。それとヘディ
ングをしようとする時に、それに伴って頭がぶつ
かったりとか、体の動きが悪いが故にとか、ヘディ
ングの技術がちゃんとないが故に、重大な危険がそ
こに潜んでいるということを、私たちは決して忘れ
てはいけないと思っています。で、あとはもう本当
に先ほど言いましたように、ただ呑気にヘディング
を繰り返し練習させることだけでは、ヘディングの
技術の上達にはならないという「指導者の感度」と
いったものも、しっかりと高めていくということを、
我々がしっかりと情報発信して行く必要があるん
じゃないかなと思っています。いずれしても、いろ
んなご意見いただいて、皆さんで日本のサッカーの
環境を良くしていけたらいいかなと思ってますので、
また機会がありましたら宜しくお願いしたいと思い
ます。ありがとうございました。

関：ありがとうございました。中山さんからお話いた
だいたとおりですね、本当に皆さんで考えていきた
い、日本サッカー 100 周年 を契機に、日本のサッ

カーの環境を良くして行ければと思っております。
今日のお話を今後に繋げていきたいと思いますので、
サロン 2002 も引き続き取り組んでいきたいと思い
ます。本日はどうもありがとうございました。中塚
先生にお戻しさせていただきます。

中塚：コーディネーターの関さん、そして 3人の演者
の皆さん、どうもありがとうございます。非常に貴
重な御示唆をいただきました。関さんが最後に言わ
れた通り、JFA100 周年を機に、みなで連携を図り
ながら、よりよい方向を探っていきたいと思います。
いろんな視点、危険が内在していることがわかり

ました。おそらくヘディングだけではありません。
だからと言って、ただビビっているだけではダメで、
より良くしていく方法を探る。その切り口がいろい
ろあるということも見えてきたと思います。
今日は進行役だったのであまり話は出ませんでし

たが、関さんはゴールキーパーの安全についても問
題意識を持っています。このあたりも今後改めて取
り上げて行きたいと考えております。
また皆さんとお会いできることを願いつつ、この

場をお開きにしたいと思います。
（続きはオンライン懇親会）

公開シンポジウム 2021- ①：安心・安全なサッカーのために
2021年 11月 6日　集合写真



資料編
NPO サロン 2002 の主な活動

スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”を“志”に掲げるサ
ロン 2002 は、1997 年の活動開始以来、「語り合う」場として月例会
（2021 年度からは月例サロン）を毎月開催し、2021 年 10 月で通
算 300 回となった（一覧表参照）。各回の内容は報告書にまとめ、オフィ
シャルサイトで公開している。資料編には 2021 年 1 月～ 2022 年 1
月の月例会／月例サロンの概要を掲載した。
また、2014 年度の法人化以降、“志”の実現に向けて「行動する」
主体となっている。toto 助成を受けて開催した第 6 回 U-18 フットサ
ルリーグチャンピオンズカップについて、同大会報告書から抜粋して転
載する。
貴重な情報を多くの方に届け、“同志”のネットワークを広げたいと
考えている。興味を持ってくださった方には、サロン 2002 の扉をノッ
クしていただきたい。
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月例サロン（旧月例会）

【概要】
toto の助成を受けNPOサロンが主催する標記大会が、

1 月 9 日～ 10 日、長野県千曲市で開かれた。16 チーム
のノックアウト方式で行われ、ペスカドーラ町田が ZOTT 
WASEDA との東京対決を制して初優勝。「U-18 フットサ
ル 20周年」の東京都に初栄冠をもたらした。
緊急事態宣言下で開催すべきかについては最後まで悩ん

だが、長野の方々と何度も協議し、＜大会に携わるすべて
の人が「with コロナ」の新たな様式を理解し実践する＞こ
とを徹底して開催することとした。with コロナの「新たな
様式」が高校生にどこまで徹底できるかが課題だったが、
参加チームの意識は高く、ほぼ達成できた。
今回は zoomを用いた試合映像のライブ配信にも取り組

んだ。会場に来られない保護者やチームメートがリモート
で応援できるような仕組みである。これも「新たな様式」
の一つ。
緊急事態宣言だけでなく大雪の影響もあった。さまざま

なトラブルを乗り越え、最後まで実施できたのは地元長野
県の方々のご尽力と、「大会に携わるすべての人」の思いが
つながった証だと思う。
担当理事の本多克己と理事長の中塚義実が大会全体を振

り返り、参加チームからも大会の印象や各地のリーグ状況
についてコメントをいただいた。動画配信についてはサロ
ンの新戦力・田島璃子が報告した。「新たな様式」を共有す
る機会になった。

【日　時】 2021 年 1月 28日（木）19：00～ 21：00
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 第 5回U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップを振り返って
【演　者】 中塚義実（NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）
 本多克己（NPOサロン 2002副理事長／㈱シックス）
 田島璃子（NPOサロン 2002事務局／早稲田大学 1年）ほか
【参加者（会員・メンバー）12名】★はNPO会員
  ★安藤裕一、★金子正彦、★岸卓巨、小池靖、★嶋崎雅規、★関秀忠、田島璃子、★徳田仁、★中塚義実、野村忠明、

★本多克己、本郷由希
【参加者（未会員）5名】
 荒川浩幸（北海道）、磯和明（東京）、﨏田直文（兵庫）、橘和徳（富山）、小曽根潮（京都）
【報告書作成】

田島璃子、中塚義実ほか

　1997年度に始まる「月例会」はサロン 2002の中核事業である。10月に通算 300回を数えることとなった
2021年度は、「スポーツにおける安全・安心」をメインテーマに据えながら、WEリーグや TOKYO2020のト
ピックを交え、多彩なテーマと演者・参加者で開催された。新型コロナウイルスの影響ですべてオンライン開催と
なったが、全国各地、世界中から参加できるので大きな可能性を感じた。
　月例会のあり方そのものについても何度か議論の場を設けた。4月（2021年度）からは月例会を「月例サロン」
と改め、広く参加者を募る「公開サロン」と、サロン 2002ファミリー限定の「限定サロン」に整理した。
　各回の概要は次のとおりである。詳細はNPOサロン 2002のホームページにある報告書をご参照いただきた
い。本文中に報告を掲載しているものもあるので該当ページをご参照されたい。

2021年1月～2022年1月

2021年1月（通算291回）月例会

第5回U-18フットサルリーグチャンピオンズ
カップを振り返って
中塚義実（NPOサロン2002理事長／筑波大学附属高校）
本多克己（NPOサロン2002副理事長／㈱シックス）
田島璃子（NPOサロン2002事務局／早稲田大学1年）  ほか

語
り
合
う
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月例サロン

【概要】
Ⅰ．議論の前提－サロン 2002のあゆみから（中塚義実）
サロン 2002 のはじまりは 1990 年代前後にある。サッ

カー界の劇的な変化とインターネットの普及が大きく影響
している。1997年度から「サロン 2002」の名称を用いる
が、1年経過したところで会員向けに送ったメールが「サロ
ン 2002の活動について（1998.5.15.）」。
「サッカー（スポーツ）がたまらなく好きで、日本のサッ

カー（スポーツ）を何とかしたいと思う」人の集まりであ
る「サロン 2002」は、様々な業種の人が集まる情報交換の
場です。「サロン 2002」としての本格的な活動は 1997 年
度に始まりました。月 1回の例会には、研究者や指導者だ
けでなく、クラブ運営に携わる人やメディア関係者、スポー
ツビジネスの最先端で活躍している人など、サッカー（ス
ポーツ）の広がりそのままに、多くの分野から集まります。
＜以下略＞
1999年にメーリングリストを作り、事務局の負担軽減に

取り組んだ。MLはのちに全員参加となり、いまに至る。会員・
メンバー間の情報交換は Slack に移行しているが、登録者
は 50人に満たない。2001 年度中にさまざまな議論を本格
的に行った。年度単位で会員資格を更新するかたちはこの
ころから。更新希望の場合は名簿原稿も更新する。互いの
氏素性を明らかにするのが前提である。会費は一口 2000
円から。ホームページをつくることや、各地にできつつあっ
たサロンと連携していく話もこのころから出てきている。
Ⅱ．ホームページと SNS－現状と今後の見通し（本多克己）
これまでの HP の問題点は 2つある。月例会、シンポジ

ウムの膨大なアーカイブがあるが検索対象になっていない。
いまHPを見る人はURL を打ち込まず、キーワードを打ち
込む。例えば「U-18 フットサル」。しかしこうやって打ち

込んでもサロンの情報はヒットしない。SEO対策が必要。
2点目が機動性。ホームページは待ち構えるもので、こち

らから積極的に発信するものとして SNS の活用が必要と考
える。
Ⅲ．広報誌と公開シンポジウム報告書
 －紙媒体の冊子について（中塚義実）
1 回目の公開シンポジウムは「コンフェデレーションズ

カップ総括シンポジウム」で、「2002 年とその先へのメッ
セージ」という題で報告書を作成した。以下、2002 年は
「2002 年 FIFA ワールドカップを振り返って」、2003 年
は「2002 年を越えて」、2004 年は「toto を活かそう」、
2005 年は「クラマーさんありがとう」、2006 年「ドイ
ツで感じたこと」、2007 年「サッカー観戦を楽しもう」、
2008 年「地域からみた Jリーグ百年構想」、そして 2009
年度はサッカー以外のスポーツとしてラグビーを初めて取
り上げ「2019年ラグビーワールドカップを語ろう」を行っ
た。
2010 年度は、いまは J-GREEN 堺となっている堺市ナ

ショナルトレーニングセンターで、全日本大学サッカー連
盟と共催で大規模なシンポジウム「育成期のサッカーを語
ろう」を開いた。翌年は「高校サッカー 90 年史」、2012
年は「「U-18 フットサルを語ろう」。2015 年 7月には法人
化後最初のシンポジウム「スポーツで“ゆたかなくらし”を」、
翌年は「日本サッカーのルーツを語ろう」である。
2017年度からは報告書ではなく広報誌とした。総会で「広

報誌によるスポーツ情報発信、toto 助成に伴う新規事業と
なる」ことが記されている。
Ⅳ．問題提起（徳田仁）
＜その 1 　何の情報を（誰が）発信するのか＞
「アイデンティティ」と言い換えても良いが、サロンが

【日　時】 2021 年 2月 18日（木）19：00～ 21：00（終了後はオンライン懇親会 ～ 23：30）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 サロン 2002の「これから」を考える－情報発信プロジェクトからの問題提起
【演　者】 情報発信プロジェクト
 ・徳田 仁（NPOサロン 2002理事／㈱セリエ）
 ・本多克己（NPOサロン 2002副理事長／㈱シックス）
 ・中塚義実（NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）ほか
【参加者（会員・メンバー）16名】 ★はNPO会員
  浅見明子、磯和明、春日大樹、★金子正彦、★岸卓巨、北澤仁、小池靖、小松章一、★嶋崎雅規、田島璃子、★茅野英一、

徳田仁、★中塚義実、野村忠明、★本多克己、本郷由希
【懇親会から参加】

川戸雄也、小山勇気
【報告書作成】

田島璃子、中塚義実ほか

2021年2月（通算292回）月例会

サロン2002の「これから」を考える
－情報発信プロジェクトからの問題提起
徳田 仁（NPOサロン2002理事／㈱セリエ）
本多克己（NPOサロン2002副理事長／㈱シックス）
中塚義実（NPOサロン2002理事長／筑波大学附属高校）ほか
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何をしようとしている団体なのかをはっきり打ち出す（見
せる）べき。さらに、情報を発信し続けるためには役割の
分担が必要。
＜その 2　 どのようにして情報を発信するのか＞
最初にやりたいのはHPを充実させること。サロンの内容、
事業、考え方が最低限わかるものになってなければいけな
い。ただしwebならではの表現にする必要があると思う。
写真や画像を使ったりしながら、見やすくわかりやすいも
のにしたい。

2つ目に SNS をうまく活用したい。さらに予約管理サービ
スサイトの活用も考えている。
＜その 3 　誰に対して情報を発信するのか＞
情報を届けるべきターゲットとしては 3つの層が考えられ
る。それぞれの層を同心円で描いてみたが一番内側の円が
「会員」。2つ目の円がスポネットサロンメンバー。そして一
番外側の円は、言葉が難しいが、ポテンシャル・カスタマー。
言い換えれば「潜在的オーディエンス」で、2つ目の円に入っ
てくれる可能性がある人を指す。

【概要（月例会案内より引用）】
いまでこそU-18 年代のフットサルには JFA 主催の全国

大会があり、各都道府県で独自の大会やリーグが整備され、
リーグチャンピオンが集う大会がNPOサロン主催で開かれ
ています。その原点となるのは、2001 年 8月に小金井市
総合体育館で開かれた「第 1回東京都ユース（U-18）フッ
トサル大会」です。
（公財）東京都サッカー協会（TFA）が主催事業として

U-18 年代のフットサルに取り組みを始めて今年度で 20周
年となりました。あいにく今年度は TFA 主催のすべての
U-18 大会が中止となる「歴史的」な年となってしまいまし

たが、節目であることに変わりありません。10周年のとき
にはシンポジウムと記念誌を発行しましたが、今回、集まっ
てのシンポジウムは開くことができません。そこでNPOサ
ロンのオンライン月例会として 20周年記念行事を開催しま
す。
取り上げる内容は次の通りです。
１．東京都におけるU-18 フットサルのあゆみ
２．東京から全国～世界へ
３．女子のフットサル
４． 「With コロナ」から「After コロナ」へ－これから

のU-18 フットサル（ディスカッション）

2021年3月（通算293回）月例会

東京都におけるU-18フットサルの20年
－過去・現在・そして未来へ向けて
中塚義実（TFAフットサル委員会第2種部会長／NPOサロン2002理事長／筑波大学附属高校）
徳田　仁（TFAフットサル委員会第3種部会長／NPOサロン2002理事／㈱セリエ）ほか

【日　時】 2021 年 3月 13日（土）16：00～ 18：00（終了後はオンライン懇親会）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 東京都におけるU-18 フットサルの 20年－過去・現在・そして未来へ向けて
【演　者】  中塚義実（TFAフットサル委員会第 2種部会長／NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）
  徳田仁（TFAフットサル委員会第 3種部会長／NPOサロン 2002理事／㈱セリエ）ほか
【参加者（会員・メンバー）5名】★はNPO会員　※は TFAフットサル委員会ユース（2種・3種）部会メンバー
  小松章一（行政書士 /TFAフットサル委員会運営スタッフ）、田島璃子（早稲田大学 1年）、★茅野英一（帝京大学）、

※徳田仁（㈱セリエ）、★※中塚義実（筑波大学附属高校）、
【参加者（未会員）12名】
  ※有吉朋喜（Futsal Club BUBBLE）、※石井智（錦城高校）、角脇拓也（東京都サッカー協会事務局）、

橘和徳（富山中部高校）、田中望（東京都市大付属高校フットサル部）、松村圭祐（東海道品川宿U-18） 山野達也
（ASV PESCADORA 町田 U-18）、羽賀健太（クラーク記念国際高校）、速水高志（筑波大学附属高校）、
平野・〇〇・△△（錦城高校 2年）

【報告書作成】　田島璃子、中塚義実ほか
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月例サロン

【概　要】
2014 年度の法人化からすでに 7年が経過した。法人化

前からサロン 2002 の「あり方」については何度も、さま
ざまな形で議論してきたが、4月の例会はサロンファミリー
限定の意見交換の場としたい。
１．「社心グループ」から月例会「サロン 2002」の開催へ
・指定発言１．仲澤眞
1）ルーツ、DNA、ご本尊
（依って立つものが何だったのか。「昔がよかった」の話を
するつもりはない）
2） 歴史上の「もし」…発展の途中であったターニングポイ

ント
3）サロン 2002への思い …私自身の思い
・指定発言者２．梅澤佳子

私が参加させていただいていたのは、中塚さんがサロン
を立ち上げたときの”志”というか内容。何を発信してい
くのか共感したのが非常に大きい。
２．月例会の見直しと組織としてのあゆみ
E メールでの情報交換が可能となった時代に、この魅力的

なネットワークは全国に“同志”の輪を広げていく。また、
ネットワークをフットワークにつなげるマインドを持つメ
ンバーは、「出張サロン」と称して全国の会員のもとに出向
いて地元の方々との情報交換会を行うようになった。
・指定発言者３．小島裕範

新潟は開催ベニューに決まったのですがどうも盛り上が
らない。そこでAlliance2002 という、これもサロン 2002
から少し名前をいただいたものですが、こういう名のグルー

プを立ち上げ、サッカーの盛り上げ、活性化、市民活動を
始めました。いまもこの組織はNPO法人として活動してい
ます。そこでいろいろ仕掛けた中の一つが、毎月いろんな
方に来てもらって話を伺う「サロン 2002in にいがた」で
す。サロン 2002 からそのまま名前を拝借しています。毎
月月例会をやり、宇都宮徹壱さんに来てもらったりしまし
た。その会の一つが「出張サロン」ということになります。
３．「サロン 2002」を会員制組織に
「サロン 2002」というのは月例会の呼び名であったが、

メンバーシップを明確化し、会員制の組織にしようという
議論が当時からあった。「来る者は拒まず」だが、氏素性
のわからない方と腹を割った話はできない。会員制組織の
あり方については、月例会だけでなく、少人数での話し合
いの場も何度か開き、2000 年度から会員制組織「サロン
2002」となった。
・指定発言者４．山下則之

いろんな話がある中でずっと忘れられないのが、中塚先
生が「補欠ゼロ」という話をしてくださったことです。僕
らの子どもの頃、空き地遊びの中では補欠はいませんでし
たが、よくみると、中学の 3年間試合に出られなかったと
か、出られないのに「いい勉強させていただきました」と
いう保護者がいるなど、「ボール蹴らずに何が楽しいんだろ
う」と思っていました。「補欠ゼロ」をベースにいろんなこ
とを考えることができました。
・指定発言者５．柳井隆志

僕自身は、先ほどから話にあるように、「補欠ゼロ」を体
現しているDUOリーグに 3年間深く関わる高校時代でし

2021年4月（通算294回）限定サロン

サロン2002の「これから」を考える②
－理事長からの問題提起
中塚義実（NPO法人サロン理事長／筑波大学附属高校）

【日　時】 2021 年 4月 16日（金）19：00～ 21：10（終了後はオンライン懇親会 ～ 23：30）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 サロン 2002の「これから」を考える②－理事長からの問題提起
【演　者】 中塚義実（NPO法人サロン理事長／筑波大学附属高校）
【指定発言者】  注）サロンへの「思い」や「願い」を述べていただく方々
 ・仲澤眞（筑波大学）…「社心グループ」時代を知る理事長の研究室同期。Jリーグ観客調査を継続中
 ・梅澤佳子（多摩大学）…仲澤氏とともに理事長の研究室同窓生。ご子息もサロンファミリー
 ・井上俊也（大妻女子大学）…「社心グループ」時代からの同志。サロンから一時離れるが復帰
 ・山下則之（元 Jリーグアカデミー・リーダー）…情報発信 PTの議論を経て 2021年度からNPO会員に
 ・柳井隆志（筑波大附高＆筑波大蹴球部OB）…理事長の教え子で 2020年度よりNPO会員に
 ・小島裕範（経営コンサルタント）…筑波学園バルバロスOB。2000年前後「サロン 2002in にいがた」主宰
【参加者 17名】 ★はNPO 会員
  浅見明子、★仲澤眞（筑波大学）、★梅澤佳子（多摩大学）、★金子正彦（会社員）、北原由（高校教師）、

熊谷建志（FC城東代表）、★小池靖（会社員）、★小島裕範（経営コンサルタント）、★嶋崎雅規（国際武道大学）、
★田中俊也（三日市整形外科）、★茅野英一、徳田仁（㈱セリエ）、★中塚義実（筑波大学附属高校）、★本多克己（㈱
シックス）、本郷由希（会社員）、★柳井隆志（筑波大附高＆筑波大学蹴球部OB）、★山下則之（元 Jリーグアカデ
ミー・リーダー）、

【懇親会からの参加者】　井上俊也（大妻女子大学）
【報告書作成】 中塚義実ほか
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た。10 年ぐらいたって僕がいた頃は、東京都サッカー協
会が作っている上の方のリーグとどうやってつなげるかを
やっていた過渡期だったと思います。いまでもよく覚えて
いるのが、DUOリーグを運営する高校の先生方の会議です。
そこに高校生の僕はほぼ毎回、3年間参加させてもらいまし
た。そこで先生方の発言をお聞きしたり、僕自身も発言さ
せてもらったりしたのがいまにつながっているのだと思い
ます。

４．サロン 2002の法人化
従来のネットワークは「スポネットサロン（スポーツ文

化ネットワークサロン 2002）」として維持し、そのネット
ワークを運営する組織を「NPOサロン 2002」として法人
化する形になった。

2021年5月（通算295回）公開サロン

どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？
－2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える
嶋崎雅規（NPO法人サロン2002理事／国際武道大学）
徳田 仁（NPO法人サロン2002理事／㈱セリエ）

【日　時】 2021 年 5月 13日（木）19：00～ 21：10（終了後はオンライン懇親会 ～ 23：30）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 どうなる、東京オリンピック・パラリンピック？
 － 2020～ 21のスポーツイベントの実施状況から考える
【話題提供】 嶋崎雅規（NPO法人サロン 2002理事／国際武道大学）
 徳田 仁（NPO法人サロン 2002理事／㈱セリエ）
【参加者（サロン 2002ファミリー）16名】 ★はNPO 会員
  浅見明子（サロンメンバー）、★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ /スポハグカフェ /医師）、★梅澤佳子（多摩大

学）、★小池靖（会社員／サッカースポーツ少年団指導者）、田島璃子（早稲田大学文化構想学部２年）、★田中俊也
（三日市整形外科・富士市）、★茅野英一（NPOサロン 2002監事／元帝京大学教員）、張寿山（明治大学・スフィー
ダ世田谷）、徳田仁（株式会社セリエ）、★中塚義実（NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）、野村忠明（株
式会社島忠・埼玉ソーシャルフットボール協会運営委員）、本郷由希（会社員）、★本多克己（神戸アスリートタウ
ンクラブ）、守屋佐栄（無職、スフィーダ世田谷サポーター）、★守屋俊秀（サッカープレーヤー：O-65 ／レフェリー：
東京 2級／観戦者：セリエのヘビーユーザー）、吉原尊男

【参加者（ファミリー以外）11名】 注）確認が取れた方のみ
  相澤修（筑波大付属坂戸高等学校 1年）、伊藤美南 (筑波大学附属坂戸高等学校 1年 )、内田脩人（筑波大学附属坂

戸高等学校）、大崎拓海（慶應大学総合政策学部 1年／慶應ソッカー部）、大津太郎（東芝デジタルソリューション
ズ／ IT 営業）、片山結恵（筑波大学附属坂戸高校２年）、川島健司（読売新聞東京本社）、近藤史一（筑波技術大学）、
高田英駿（中央大学３年）、山田恵子（自由学園女子部中等科・高等科）、來田享子（中京大学、専門：オリンピック史）

【取材 1名】 清水瑶平（NHKスポーツニュース部）
【報告書作成者】　嶋崎雅規ほか
【目次】 はじめに（月例会案内より）
 Ⅰ．2020－ 21年の世界のスポーツイベントの開催状況（徳田 仁）
 Ⅱ．東京五輪の開催に関するさまざまな意見（嶋崎雅規）
 　1．開催に関する世論 /海外メディアの反応
 　2．医療体制はどうなるのか
 Ⅲ．オリンピック・パラリンピック開催の意義（ディスカッション）



107游 ASOBI  2022 April

月例サロン

2021年6月（通算296回）限定サロン

2021年7月（通算297回）公開サロン

NPOサロン総会後の意見交換会
－コロナ後の持続可能なあり方をめぐって
嶋崎雅規（NPO法人サロン2002理事／国際武道大学）
徳田 仁（NPO法人サロン2002理事／㈱セリエ）

暑熱下でのスポーツ活動2.0
安松 幹展（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科）

【日　時】 2021 年 6月 19日（土）16：20～ 18：15（終了後はオンライン懇親会 ～ 21：00）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 NPOサロン総会後の意見交換会－コロナ後の持続可能なあり方をめぐって
【演　者】 中塚義実（NPO法人サロン 2002理事長／筑波大学附属高校）
【参加者 10名】 ★は NPO 会員
 ★石原俊秀、磯和明、★小池靖、★笹原勉、★嶋崎雅規、★関秀忠、★茅野英一、★中塚義実、
 ★本多克己、本郷由希、
【報告書作成】 中塚義実ほか
【目　次】 はじめに
 Ⅰ．総会報告「持続可能なNPOへ向けての“改革元年”」（中塚義実）
 Ⅱ．「サロンファミリーの約束」について（ディスカッション）
 Ⅲ．2021年度の事業について－月例サロンと公開シンポジウムを中心に（ディスカッション）

【日　時】 2021 年 7月 16日（金）19：30～ 21：30（終了後はオンライン懇親会　～ 23：00）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 暑熱下でのスポーツ活動 2.0
【演　者】 安松 幹展（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科）
【参加者（サロン 2002ファミリー）8名】★はNPOサロン会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ /スポーツドクター）、熊谷建志、★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ

少年団指導者）、★嶋崎雅規（NPOサロン理事／国際武道大学）、張寿山（明治大学／スフィーダ世田谷 FC）、★
中塚義実（NPOサロン理事長／筑波大学附属高校）、★安松幹展（立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエル
ネス学科）、吉原尊男

【参加者（ファミリー以外）2名】
 渡邉秀幹（プロバドミントンコーチ／アスリート勉強会主催　ほか 1名
【報告書作成者】 安松幹展ほか
【目　次】 ごあいさつ（中塚義実）
 暑熱下でのスポーツ活動 2.0（安松幹展）
 　１）熱中症予防
 　２）パフォーマンス低下予防
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2021年9月 (通算299回) 公開サロン報告

スポーツにおけるマウスガードの効用
高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care代表／Buddy Dental Clinic院長）

【日　時】 2021 年 8月 23日（月）19：30～ 21：30（終了後はオンライン懇親会 ～ 23：30すぎ）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」を語ろう！
【演　者】 岡島喜久子（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 初代チェア）ほか
【コーディネーター】 中塚義実（NPOサロン理事長／筑波大学附属高校）
【参加者（サロン 2002ファミリー）23名】★はNPOサロン会員
  ★安藤裕一 (GMSS ヒューマンラボ）、江川純子（WEリーグ事務局長）、小幡真一郎、笠野英弘（山梨学院大学）、

加納樹里、熊谷建志（FC城東）、★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、小松章一、★嶋崎雅規
（NPOサロン理事／国際武道大学）、清水諭（筑波大学体育系）、★関秀忠（NPOサロン理事／弁護士）、高平豊明
（サッカー文化フォーラム）、田島璃子（NPOサロン事務局／早稲田大学 2年）、★田中俊也（三日市整形外科）、
★茅野英一（NPOサロン監事／元大学教員）、張寿山（スフィーダ世田谷／明治大学）、★中塚義実（NPOサロン
理事長／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会運営委員／会社員）、本郷由希（会社員）、
★本多克己（NPOサロン理事／阪神ユナイテッド）、守屋佐栄（スフィーダ世田谷サポーター／歩くサッカーのプレー
ヤー）、★守屋俊秀（東京都２級審判）、吉原尊男

【参加者（ファミリー以外）21名＋ 20名】
  稲嶺碧（筑波大学附属坂戸高校生）、井上秋香（早稲田大学 4年／大学スポーツチャンネル /Sports for social）、

宇留間範昭（東急）、岡島喜久子（WEリーグチェア）、川崎修（筑波大学附属中学）、菊地美里（ヨガインストラク
ター）、久保田淳（FC東京）、小寺昇二（横河武蔵野スポーツクラブ／元千葉ロッテ）、小林美由紀（WEリーグ理事）、
正松本文宰、杉山さやか（バレンシアCFオフィシャルアカデミージャパン）、鈴木崇正、関佳史（神奈川県サッカー
協会副会長）、田中章（元 ( 株 ) ジャパンスポーツプロモーション役員）、中村年秀（一般会社員／ベレーザ応援）、
平田礼次（フィリピンフットボール連盟ユースダイレクター／ JFA派遣事業派遣指導者）、村松邦子（WEリーグ
理事）、山内直（浦和レッドダイヤモンズ）、吉田匡廣（株式会社ダイシンコラボレーション代表取締役）、來田享子
（中京大学）、渡邉秀幹（プロバドミントンコーチ／ BADMINTONFaun 代表）ほか 20名

【報告書作成者】 守屋俊秀ほか
【目　次】 はじめに（中塚義実）
 Ⅰ．WE LEAGUE for サロン 2002 前半（岡島喜久子）
 Ⅱ．ハーフタイム－質疑応答
 Ⅲ．WE LEAGUE for サロン 2002 後半（岡島喜久子）
 Ⅳ．アディショナルタイム－質疑応答

【日　時】 2021 年 9月 13日（月）19：30～ 21：45（終了後はオンライン懇親会　～ 23：30）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマ】 スポーツにおけるマウスガードの効用
【演　者】 高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care 代表／ Buddy Dental Clinic 院長）
【コーディネーター】 関秀忠（NPO法人サロン 2002理事）
【参加者（サロン 2002ファミリー）12名】★はNPOサロン会員
  ★安藤裕一 (GMSS ヒューマンラボ）、春日大樹、★嶋崎雅規（NPO サロン 2002 理事／国際武道大学）、

★関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士）、田島璃子（NPOサロン 2002事務局／早稲田大学 2年）、★田中俊也
（三日市整形外科）、★茅野英一（NPOサロン 2002 監事／元大学教員）、★中塚義実（NPOサロン 2002 理事
長／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会運営委員／会社員）、本郷由希（会社員）、
守屋佐栄（スフィーダ世田谷サポーター／あるサカ愛好者）、★守屋俊秀（世田谷サッカー協会）

2021年8月（通算298回）公開サロン

日本初の女子プロサッカーリーグ
「WEリーグ」を語ろう！
岡島喜久子（公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 初代チェア）ほか

※p.46 ～ 66 参照
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月例サロン

2021年10月（通算300回）報告

サロン2002ファミリーが感じたTOKYO 2020
－月例サロン300回記念
川戸湧也、赤城翼、岸卓巨、小松章一、梅澤佳子、小池靖

【参加者（ファミリー以外）5名】
  石堂典秀（中京大学スポーツ科学部）、白石稔（八王子スポー津整形外科）、高橋昌嗣（High Bridge Teeth Care

代表／ Buddy Dental Clinic 院長）、中小路徹（朝日新聞社）、松枝祐一（メディカルチェックスタジオ大阪梅田ク
リニック）

【懇親会から参加（2名）】
 ★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、中宗一郎
【報告書作成者】 守屋俊秀ほか
【目　次】 1．コーディネーターより　～　本日の問題意識
 　（1）自己紹介と本日のお話に至る問題意識
 　（2）本日のテーマ設定
 　（3）高橋先生のご紹介
 2．高橋昌嗣医師の紹介　～マウスガード製作実績
 3．マウスガードを必要とするスポーツ
 4．マウスガードの「効能」
 　（1）「パフォーマンスが上がる」というのは本当か？
 　（2）ゴルフでマウスガードを使うと飛距離がアップするか？
 　（3）サッカー選手（豊田陽平選手、遠藤航選手）が語る、マウスガードの効用とは？
 　（4）マウスガードには、脳震盪の予防効果があるのか？
 5．マウスガードの「使用方法」
 　（1）どこにつけるのか？
 　（2）保管方法・手入れの仕方は？

【日　時】 2021 年 10月 22日（金）19：30～ 21：30（終了後はオンライン懇親会～ 23：30）
【会　場】 オンライン（Zoom）
【テーマと演者】 サロン 2002ファミリーが感じた TOKYO 2020 －月例サロン 300回記念
 　１）柔道のサポートチームとして：川戸湧也（仙台大学／全日本柔道連盟科学研究部）
 　２）水泳競技のボランティアとして：赤城翼（国際武道大学 3年・水泳部） ※紹介者：嶋崎雅規
 　３）TOKYO 2020 を振り返って：岸卓巨（(一社 )A-GOAL 代表理事／日本ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ機構職員）
 　４）無観客開催によるボランティアへの影響：小松章一（行政書士／ TOKYO 2020 ボランティア）
 　５）自転車競技「ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ」応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ－ 6大学連携と多摩大学の活動報告：梅澤佳子 (多摩大学 )
 　６）オリンピズム再考：小池靖（会社員／在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）
【参加者（サロン 2002ファミリー）16名】 ★は NPO 会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ／医師）、★梅澤佳子（多摩大学）、川戸湧也（仙台大学）、★岸卓巨（A-GOAL

代表）、小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、小松章一（行政書士）、★嶋崎雅規（国際武道
大学／NPOサロン理事）、鈴木崇正（NEC 勤務、サロン古株です）、★関秀忠（弁護士／NPOサロン理事）、
田島璃子（早稲田大学文化構想学部 2年／NPOサロン事務局）、★茅野英一（NPOサロン監事／元帝京大学教授）、
★中塚義実（筑波学附属高校／NPOサロン理事長）、本郷由希（会社員）、守屋佐栄（なでしこリーグスフィーダ
世田谷サポ、歩くサッカーの愛好家）、★守屋俊秀（世田谷サッカー協会／２級審判）、吉原尊男

【参加者（ファミリー以外） 9 名】 注）確認が取れた方のみ
  赤城 翼（国際武道大学水泳部）、内田裕之（自由学園男子部高等科）、各務吏織（自由学園女子部高等科 3年／国

際ピエール・ド・クーベルタン YF日本代表）、川島健司（読売新聞）、真田久（筑波大学特任教授／CORE事務局
長）、土居陽治郎（国際武道大学）、二村綾香（JAPANサッカーカレッジ学生）、松田龍眞（国際武道大学水泳部）、
山田恵子（自由学園女子部）

【報告書作成者】 守屋俊秀ほか

【概 要（公開サロン案内より）】
サロン 2002 の「月例会」は 1997 年度よりほぼ毎月行

われ、今回が通算 300回目となります。今年度より「月例
サロン」に改め、今回は多くの方にご参加いただく「公開

サロン」として開催します。
記念すべき通算300回のトピックはTOKYO 2020です。

開催前から課題山積だった TOKYO 2020 は、緊急事態宣
言の中、原則無観客で開催されました。オリンピックもパ
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ラリンピックも終わったいま、大会そのものを総括し、あ
とに残していくものを議論していく段階です。それは、誰
かにお任せするのでなく、あらゆる人が、さまざまなレベ
ルで行っていくべきでしょう。
「スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”」を“志”

に掲げるサロン 2002ファミリーは、多種多様な人々のネッ
トワークです。すべての人が新型コロナのパンデミックに
向き合い、東京オリンピック、パラリンピックを、それぞ
れのスタイルで体験しました。今回は、サロンファミリー
（とそのまわりの方々）が体験し、感じ、考えた TOKYO 
2020 をざっくばらんに語り合う企画です。
ボランティアとして関わった方、競技運営に携わった方、

大学や高校の指導現場の様子、若い方々の視点…。さまざ
まな角度から今夏を振り返りたいと思います。
【内容と進行】
１．オープニング（19：30～ 19：40）
　 月例サロン 300回／本日のテーマ設定の背景…中塚義実
（NPOサロン理事長／筑波大学附属高校）
２．サロンファミリーが感じた TOKYO 2020

◇前半：競技会のまわりで（19：40～ 20：30）
１） 柔道のサポートチームとして：川戸湧也（仙台大学

／全日本柔道連盟科学研究部）
２） 水泳競技のボランティアとして：赤城翼（国際武道

大学 3年・水泳部） ※紹介者：嶋崎雅規
３） TOKYO 2020 を振り返って：岸卓巨（( 一社 )

A-GOAL 代表理事／日本アンチ・ドーピング機構職
員）

◇後半：市民の立場から（20：30～ 21：20）
４） 無観客開催によるボランティアへの影響：小松章一（行

政書士／ TOKYO 2020 ボランティア）
５） 自転車競技「ロードレース」応援プロジェクト－ 6

大学連携と多摩大学の活動報告：梅澤佳子 (多摩大学 )
６） オリンピズム再考：小池靖（会社員／在さいたま市サッ

カースポーツ少年団指導者）
３． ざっくばらんな意見交換 ⇒ 
 オンライン懇親会（21：30～）

2021年11月（通算301回）報告
JFA100周年記念事業　公開シンポジウム2021-①

安全・安心なサッカーのために
―「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－
中山雅雄（筑波大学／JFA 技術委員会育成部会長・ガイドライン策定に関与）
石堂典秀（中京大学スポーツ科学部･スポーツ法学者でヘディング分野研究の第一人者）
椙浦正俊（株式会社モルテン・スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長）
【コーディネーター】 関秀忠（NPOサロン2002理事／弁護士）

【日　時】 2021 年 11月 6日（土）15：30～ 18：00（終了後はオンライン懇親会）
【会　場】 オンライン（zoom）
【テーマ】 安全・安心なサッカーのために
　　　　 　―「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」を中心に－
【演　者】 １．JFA「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン」解説
　　　　　 　中山雅雄（筑波大学／ JFA 技術委員会育成部会長・ガイドライン策定に関与）
 ２．海外サッカーのヘディングをめぐるルール・取組みと紛争事例
　　　　　 　石堂典秀（中京大学スポーツ科学部 ･スポーツ法学者でヘディング分野研究の第一人者）
 ３．サッカーボールの国際規格 ～ FIFA との取組み
　　　　　 　椙浦正俊（株式会社モルテン・スポーツ事業本部マーケティング統括部統括部長）
【コーディネーター】 関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁護士）

【参加者（サロン 2002ファミリー）16名】★はNPO会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ／医師）、★石原俊秀（パルカ）、大河原誠二（桐窓サッカー倶楽部／サッカー

クラブ桐一族）、春日大樹（筑波大学OB）、★岸卓巨（NPOサロン 2002理事／A-GOAL）、北原由（都立武蔵高
等学校／東京都サッカー協会 47FAインストラクター）、★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、
★笹原勉（日揮）、★嶋崎雅規（NPOサロン 2002理事／国際武道大学）、★関秀忠（NPOサロン 2002理事／弁
護士）、★茅野英一（NPOサロン監事／元帝京大学）、★中塚義実（NPOサロン 2002理事長／筑波大学附属高校）、
野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会／会社員）、本郷由希（会社員）、皆川宥子、★山下則之

【参加者（サロンファミリー以外）13名】
  安西明毅、石堂典秀（中京大学）、大岩聖、岡井博史、斎藤守弘、白石みのる、清水奈々、鈴木健（弁護士）、坂本英紀（モ

ルテン）、椙浦正俊（株式会社モルテン）、中山雅雄（筑波大学）、山田雄士、山田若登（スフィーダ BFC）、
【報告書作成者】 守屋俊秀ほか

※ p.68 ～ 74 参照
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月例サロン

2021年12月（通算302回）報告
JFA100周年記念事業　公開シンポジウム2021-②

JFA100周年　2021年の総括と展望
－TOKYO 2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ
賀川　浩（スポーツジャーナリスト）
加藤　寛（日本クラブユースサッカー連盟会長／NPO法人阪神ユナイテッド理事長）
川島健司（読売新聞社 編集委員兼オリンピック・パラリンピック室）
【コーディネーター】 中塚義実（NPO法人サロン2002理事長／筑波大学附属高校）

【日　時】 2021 年 12月 11日（土）15：30～ 18：10（終了後はオンライン懇親会～ 21：30）

【会　場】 オンライン（Zoom）

【テーマ】 JFA100 周年　2021年の総括と展望

　　　　 　－ TOKYO 2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ

【演　者】 賀川　浩（スポーツジャーナリスト）

　　　　　 加藤　寛（日本クラブユースサッカー連盟会長／NPO法人阪神ユナイテッド理事長）

　　　　　 川島健司（読売新聞社 編集委員兼オリンピック・パラリンピック室）

【コーディネーター】 中塚義実（NPO法人サロン 2002理事長／筑波大学附属高校）

【参加者（サロン 2002ファミリー）15名】★はNPO会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ／スポハグカフェ）、小幡真一郎（元・サッカー国際審判員）、北原由（都立

武蔵高等学校／東京都サッカー協会 47FAインストラクター）、★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団
指導者）、小松章一（行政書士／スポーツボランティア）、★笹原勉（日揮グローバル株式会社／台北から参加）、
★嶋崎雅規（NPOサロン 2002理事／国際武道大学）、★関秀忠（NPO2002サロン理事／弁護士）、高平豊明（サッ
カー文化フォーラム）、★茅野英一（NPOサロン 2002監事／元帝京大学）、張寿山（明治大学）、★中塚義実（NPO
サロン 2002 理事長／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会／会社員）、本郷由希
（会社員）、吉原尊男

【参加者（サロンファミリー以外）7名】
  浦井智治（埼玉県吉川市立三輪野江小学校校長／A級コーチ）、大澤謙一郎（サンケイスポーツ文化報道部長）、

岸田育也（神戸市サッカー協会普及プロジェクト事務局貞）、貞永晃二（フリーランス・サッカーライター）、
佐藤真成（日本サッカー史研究会／日本サッカー狂会／日本サッカー後援会）、藤井一朗（江東区立第三砂町中学校
保健体育科教員 ･サッカー部顧問／ 2級審判）、武藤文雄（サッカー講釈師／日本代表とベガルタ仙台サポーター）

【報告書作成者】 田島璃子ほか

※ p.2 ～ 22 および p.29 ～ 36参照
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★小池靖（在さいたま市サッカースポーツ少年団指導者）、小松章一（東京都サッカー協会フットサル運営ス
タッフ）、★嶋崎雅規（NPOサロン 2002 理事／国際武道大学）、★関秀忠（NPOサロン 2002 理事／弁護士）、
★高藤順（吉備国際大学）、★茅野英一（NPOサロン 2002監事／元大学教員）、★中塚義実（NPOサロン 2002
理事長／筑波大学附属高校）、野村忠明（埼玉ソーシャルフットボール協会運営委員／会社員）、守屋佐栄（スフィー
ダ世田谷サポーター／あるサカ愛好者）、★守屋俊秀（世田谷サッカー協会／東京都 2級審判）、★柳井隆志（Sports 
for Social ／筑波大学附属高校蹴球部OB）

【参加者（サロン 2002ファミリー以外）1名】
 谷口弘（日本ラグビー協会技術部門レフェリーコーチング普及リーダー）
【報告書作成者】 佐藤　寛（国際武道大学サッカー部 3年）

【概　要】
2021 年度の月例サロンでは「スポーツと安全」を柱に

据え、月例サロン・公開シンポジウムを展開してきました。
今回は、サッカーとラグビーのレフェリーの安全管理につ
いて取り上げます。
試合中に数多くのコンタクトが発生し、大きなけがの危

険性もはらんでいるフットボール。その中で、レフェリー
のゲーム・コントロールはプレーヤーの安全性に大きくか
かわっています。
・ レフェリーは試合中に、どのようにして安全管理に努め
ているのか。

・ レフェリー育成の際には、どのような安全教育がなされ
ているのか。

この 2つの視点からお話を伺い、参加者とディスカッショ
ンしていきたいと考えました。

サッカーとラグビーの審判育成に長らく携わってこられ
たお二人の話は、動画も豊富で大変わかりやすく、興味深
い内容でした。同じルーツから分かれた二つのフットボー
ル。出発点や理念は同じでも、長い年月を経て共通の、あ
るいは異なる課題に直面しています。テクノロジーとスポー
ツ医・科学の進化は、より“正確な”判断材料を提供し、
より安全・安心なゲームを求める方向に人々を導きます。
そして「あいまいさを受け入れない」近年のファン・サポー
ターは、常に“正しさ”を求め、「ミスジャッジもゲームの
うち」だった大らかな空気が、このゲームから（日常生活
からも）なくなりつつあります。
フットボールの、スポーツの、あるいは社会そのものの

これからを考えるうえでたいへん有意義な議論を含む会と
なりました。

2022年1月（通算303回）公開サロン

試合中におけるレフェリーの安全管理
小幡 真一郎 （元・サッカー国際審判員）
谷口　弘 （日本ラグビー協会 技術部門　レフェリーコーチング普及リーダー）
【コーディネーター】 嶋崎 雅規（サロン2002理事／国際武道大学）

【日　時】 2022 年 1月 26日（水）19：30～ 21：30（終了後はオンライン懇親会）
【会　場】 オンライン（zoom）
【テーマ】 試合中におけるレフェリーの安全管理
【演　者】 小幡 真一郎（元・サッカー国際審判員）
　　　　　 谷口　弘（日本ラグビー協会 技術部門　レフェリーコーチング普及リーダー）
【コーディネーター】嶋崎 雅規（サロン 2002理事／国際武道大学）
【参加者（サロンファミリー）12名】★はNPO会員
  ★安藤裕一（GMSS ヒューマンラボ）、小幡真一郎（元・サッカー国際審判員）、北原由（高校サッカー指導者）、
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U-18 FLCC

第6回
U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ

ご挨拶

● JFA 全日本 U-18 フットサル選手権大会
開催年 優勝チーム 会場
2014 年 聖和学園 FC（宮城） 大田区総合体育館、墨田区総合体育館
2015 年 岡山県作陽高校（岡山） ゼビオアリーナ仙台、仙台市体育館
2016 年 帝京長岡高等学校（新潟）ゼビオアリーナ仙台、仙台市体育館

2017 年 矢板中央高等学校（栃木）ゼビオアリーナ仙台、
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

2018 年 帝京長岡高等学校（新潟）ゼビオアリーナ仙台、
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

2019 年 ペスカドーラ町田 U-18 浜松アリーナ
2020 年 新型コロナウイルス感染の影響で中止。
2021 年 京都共栄学園高校 京都市体育館

●グリーンアリーナ神戸カップフットサルフェスティバル
夏休み期間に特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブを主催
として開催されるフェスティバル。

開催年 優勝チーム 準優勝チーム
2012 年 SAKUYO Coracao de Verde 神戸国際大学附属高校
2013 年 名古屋オーシャンズ U-18 SAKUYO
2014 年 岡山県作陽高校 エンフレンテ熊本
2015 年 SAKUYO 名古屋オーシャンズ U-18
2016 年 フウガドールすみだファルコンズ サントス サッカーショップ
2017 年 OKAYAMA SAKUYO フウガドールすみだファルコンズ
2018 年 SBFC ロンドリーナ U-18 ASV PESCADOLA 町田 U-18
2019 年 北海道 U-18 男子 シュライカー大阪 U-18

2020 年
立命館宇治高校　
神戸国際大学附属高校　

シュライカー大阪 U-18
gatt 2008　

2021 年 名古屋オーシャンズ U-18 シュライカー大阪 U-18

● GAViC CUP ユースフットサル選抜トーナメント
2012 年に「U-18 フットサルトーナメント」として創設。
2015 年からは名称を変更し、全国 9 地域から選抜された 12 チーム
で大会が開催されている。

開催年 優勝チーム 会場
2012 年 名古屋オーシャンズ U-18（愛知） オーシャンアリーナ
2013 年 瀬戸内高校（広島） オーシャンアリーナ
2014 年 幕張総合高校（千葉） 駒沢体育館
2015 年 愛知県選抜 U-18 墨田区総合体育館
2016 年 U-18 新潟県選抜 墨田区総合体育館
2017 年 U-18 新潟県選抜 墨田区総合体育館

●フットサルフェスタ（旧ホンダカップ）
1997 年から開催されているフェスティバル大会に 2010 年から U-18
カテゴリーを設定。
関東・東海・関西で予選大会が開催されている。

開催年 優勝チーム 準優勝チーム
2010 年 名古屋オーシャンズ U-18 さくようフットサル部
2011 年 府中アスレティック FC ユース 作陽 Oito Soldados
2012 年 SAKUYO Nao admitem 武相高校
2013 年 クラーク記念国際高校 東京成徳大学高校フットサル同好会
2014 年 クラーク記念国際高校 湘南工科大学附属高校
2015 年 SEIRITZ A SAKUYO
2016 年 フウガドールすみだファルコンズ サントス サッカー ショップ
2017 年 クラーク記念国際高等学校 フウガドールすみだファルコンズ
2018 年 サントス サッカー ショップ SBFC ロンドリーナ U-18
2019 年 クラッキス レボナ滋賀 U-18
2020 年 新型コロナウイルス感染の影響で中止。
2021 年 名古屋オーシャンズ U-18 デウソン神戸 U-18

U-18フットサルのあゆみ

2

特定非営利活動法人サロン 2002　理事長　中塚　義実

全国各地から長野県千曲市に 16チームが集まり、第 6回
大会が toto 助成を受けて無事開催されました。コロナ禍に
もかかわらず全国から参加してくださったチームの皆さん、
送り出してくださった各クラブ・各リーグ関係者と保護者各
位、会場となった千曲市のスポーツ関係各位、大会運営に携
わる長野県フットサル連盟とU-18 リーグの方々、動画配信
スタッフ、そしてすべてをあたたかく受け入れてくださった
千曲市の皆さん…。ご支援、ご尽力くださったすべての方々
に心より感謝申し上げます。
過去 5回はいずれも異なるリーグから優勝チームが出ま

したが、フウガドールすみだファルコンズの優勝で、東京都
代表は2連覇となります。2001年度から20年以上にわたっ
てU-18 フットサルに取り組んできた東京都の歴史の重みを
印象付ける大会となりました。
いま全国 16地域でU-18 リーグが組織されています。コ

ロナ禍で開催できなかった地域があったのは残念ですが、こ
の大会を機に毎年U-18 リーグが創設されるのはうれしい限
りです。その一方で、創設されたリーグが、この大会の予選

としか認識されていない危惧もあります。「リーグとは何か」
について、機会あるごとに確認しあう必要があると感じてい
ます。
リーグは“組織”です。特定の個人や業者に任せて「総当

たり戦を行う」ものではありません。ゲームを楽しむ人たち
自身で自分たちの活動をささえる、自主運営と受益者負担が
原則です。ささえる活動を楽しむマインドが根底にあります。
リーグ戦は“生活”です。平日のトレーニングと週末のゲー

ムで 1週間の「サイクル」を形成し、リーグ期間が「シーズン」
となります。ワンデーマッチで「総当たり戦を行う」ことで
はありません。
リーグ戦は“あそび”です。定期的に、本気で“あそぶ”

仕組みがリーグ戦です。言われたから「総当たり戦を行う」
のではありません。やりたいから、やりたい人がやるのです。
以前にも述べたこのようなことを再確認する場を、年内に

設ける予定です。
まだまだコロナ禍は続きますが、「リーグ戦のある“日常”

を」、皆で作り上げていきましょう。

第 6回大会を終えて－リーグ戦のある“日常”を

主催者メッセージ

行
動
す
る



大 会 要 項 第6回U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ

1．名称 
第 6 回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ

2．主催 
特定非営利活動法人サロン 2002 

3．主管 
長野県フットサル連盟

4．後援 
長野県、長野県教育委員会、千曲市、一般社団法人信州千曲観光局、一
般社団法人長野県サッカー協会、千曲市サッカー協会、戸倉上山田温泉
旅館組合連合会

5．協賛 
多摩大学

6．会場 
ことぶきアリーナ千曲（長野県）

7．日程 
2022 年 1 月 8 日（土）、9 日（日）

8．参加資格
（1） 公益財団法人日本サッカー協会（以下、「日本サッカー協会」とする。）

に加盟登録した単独のチームであること（準加盟チームを含む）。
（2） 前項のチームに所属する 2002 年 4 月 2 日以降に生まれた選手で

男女の性別は問わない。但し、高等学校在学中の選手にはこの年
齢制限を適用しない

（3） 2021 年度の選出元の U-18 フットサルリーグまたはその代替とな
る大会に登録・出場している選手であること。

9．参加チーム
参加チームは、次の各号により選出された 16 チームとする。

（1）  地域または都道府県のフットサル連盟が主催、主管または後援
して開催される 2021 年度の U-18 フットサルリーグの優勝チー
ム。ただし本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、
優勝チーム以外のチームを、単独チーム、選抜チームを問わず、リー
グにて選出することを認める。

（2） 出場チームが 16 チームに満たない場合は、当該年度のリーグ参加
チーム数の多いリーグから順にチームを選出し、16 チームでの開
催とする。

　　（注） ただし、やむを得ない理由により 16 チーム未満での開催と
なることがある。

10．大会形式
16 チームによるノックアウト方式で行う。1 回戦・準々決勝敗者によ
る交流戦を行う。

11．競技規則
大会実施年度の「フットサル競技規則」による。

12．競技会規定
以下の項目については、本大会で規定する。

（1） ピッチ 35 ～ 40 ｍ× 16 ～ 20 ｍ
（2） ボール 試合球：フットサル 4 号ボール
（3） 競技者の数  ベンチに着席できる人数は､ 試合開始前に提出の

メンバー提出用紙に記載されている選手 14 名、役
員 4 名を上限とする。

（4） 競技者の用具
　①　ユニフォーム
　　（ア） 　フィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに、色彩が異な

り判別しやすい正副のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ソッ
クス）を参加申込書に記載し、各試合には正副ともに必ず携行
すること。

　　（イ） チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常
着用する黒色と明確に判別しうるものであること。

　　（ウ） フィールドプレーヤーとして試合に登録された選手がゴール
キーパーに代わる場合、その試合でゴールキーパーが着用す
るシャツと同一の色彩および同一のデザインで、かつ自分自
身の背番号のついたものを着用すること。

　　（エ） シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付け
ること。ショーツにも選手番号を付けることが望ましい。選
手番号は服地と明確に区別し得る色彩であり、かつ判別が容
易なサイズのものでなければならない。

　　（オ） 選手番号については 1 から 99 までの整数とし、0 は認めない。
1 番はゴールキーパーが付けることとする。必ず、本大会の

参加申込書に記載された選手固有の番号を付けること。
　　（カ） ユニフォーム広告表示により生じる会場等への広告掲出料等

の経費は当該チームにて負担することとする。
　　（キ） その他のユニフォームに関する事項については、日本サッカー

協会のユニフォーム規程に則る。
　②　 靴：キャンバス、または柔らかい皮革製で、靴底がゴム、または

類似の材質で出来ており、接地面が飴色、白色、もしくは無色透
明のフットサルシューズ、トレーニングシューズ、または体育館
用シューズタイプのもの。（スパイクシューズおよび靴底が着色
されたものは使用できない。）

　③　 ビブス：交代要員は、競技者と異なる色のビブスを用意し、着用
しなければならない。

（5） 試合時間
30 分間（15 分の 2 ピリオド）のプレーイングタイムとし、ハーフタ
イムのインターバ
ルは 5 分間（第 1 ピリオド終了から第 2 ピリオド開始まで）とする。

（6） 試合の勝者を決定する方法（試合時間内で勝敗が決しない場合）
　①　 交流戦は引き分けとする。
　②　 PK 方式により勝敗を決定する。PK 方式に入る前のインターバ

ルは 1 分間とする。
　③　 決勝：10 分間（5 分の 2 ピリオド）の延長戦を行い、決しない

場合は PK 方式により勝敗を決定する。延長戦に入る前のイン
ターバルは 5 分間とし、PK 方式に入る前のインターバルは 1 分
間とする。

13．懲罰
（1） 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、

それ以降の処置については当大会規律・フェアプレー委員会で決
定する。

（2） 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。
（3） その他、本大会の懲罰に関する事項については、本大会の大会規

律委員会が決定する。

14．参加申込
（1） 1 チームあたり 26 名（役員 6 名、選手 20 名）を上限とし、選手

は選出元のリーグに登録していること。
（2） 申込み締切日以降の参加申込内容の変更は認めない。

15．電子選手証
各チームの登録選手は、日本サッカー協会発行の電子選手証の写し（写
真が登録されたもの：フットサル登録選手）、または選手証（写真が貼
付されたもの：サッカー登録選手）を、代表者会議および試合会場に持
参すること。電子選手証または選手証が確認できない場合は、試合に出
場できない。

16．組み合わせ
主催者において決定する。

17．参加料
１チームあたり 40,000 円

18．表彰
優勝、準優勝のチームを表彰する。

19．経費
旅費交通費は各チーム負担とする。

20．傷害補償
チームの責において傷害保険（物損対応）に加入すること。

21．負傷対応
競技中の疾病、傷病等の応急処置は主催者側で行うが、その後の責任は
負わない。

22．その他
（1） 代表者会議はオンラインにて行う。
（2） 試合開始の60分前、マッチナンバー13、14は40分前にマッチコー

ディネーションミーティングを行い、ユニフォームを決定する。
（3） 参加チームと選手は日本サッカー協会の基本規程および付属する

諸規程を順守しなければならない。
（4） 大会規定に違反し、その他不正行為等があった場合は、そのチー

ムの出場を停止する。
（5） 試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中

止になった場合、その帰責事由のあるチームは0対5または、その時
点のスコアがそれ以上であればそのスコアで敗戦したものとみなす。

（6） 本実施要項に記載のない事項については、主催者にて決定する。
3
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U-18 FLCC

游游游游游游 ASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBI      2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April

2022年1月8日（土）、9日（日）長野/ことぶきアリーナ千曲

第 6 回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ 

ZOTT WASEDA JUVENIL
（東京 1）

湘南ベルマーレフットサルクラブ
ロンドリーナ U-18（神奈川 2）

東海大学付属静岡翔洋高校
フットサル部（静岡 2）

北星学園大学附属高校
（北海道）

FFC エストレーラ川口 U-18
（埼玉）

名古屋オーシャンズ U-18
（愛知）

gatt2008 U-18
（京都）

VIENTO U-18
（富山 1）

フウガドールすみだファルコンズ
（東京 2）

武相高校
（神奈川 1）

エンフレンテ熊本（熊本）

不二越工業高校
（富山 2）

ボアルース長野 U-18
（長野）

アグレミーナ浜松 U-18
（静岡 1）

メッセ天下茶屋 FC U-18
（大阪）

デウソン神戸 U-18
（兵庫）

大会結果

順位 選手名 所属 得点

1 伊藤　諄哉 フウガドールすみだファルコンズ 9

2 高柳　治希 アグレミーナ浜松 U18 6

3 中田　奏生 ZOTT WASEDA JUVENIL 3

3 岡本　太一 名古屋オーシャンズ U-18 3

3 関口　啓太 武相高等学校 3

3 大野　頼基 メッセ天下茶屋 FC U-18 3

3 原　佑太朗 デウソン神戸 U18 3

3 帆足　　江 フウガドールすみだファルコンズ 3

3 伊集　龍二 名古屋オーシャンズ U-18 3

得点ランキング

フウガドールすみだファルコンズ（東京 2）

伊藤 諄哉 選手

CHAMPIONS

賀川浩賞（得点王）

賀川浩
1924 年神戸出身　神戸一中な
どでプレーした後、サンケイス
ポーツ編集局長などを経て、現
役最年長のスポーツライター、
サロン 2002 正会員。2010 年
に日本サッカー殿堂入り、2015
年には FIFA会長賞を受賞した。
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第１回大会の結果

Aグループ A1 A2 A3 A4

A1 FOOTBOZE FUTSAL U-18（東京都） 8 ○ 0 10 ○ 0 3 ○ 2

A2 龍谷富山高校 （富山県） 0 ● 8 8 ○ 3 6 ○ 4

A3 宝塚フットサルクラブ （兵庫県） 0 ● 10 3 ● 8 4 △ 4

A4 エンフレンテ熊本 （熊本県） 2 ● 3 4 ● 6 4 △ 4

Bグループ B1 B2 B3 B4

B1 PSTCロンドリーナ U-18（神奈川県） 4 ○ 2 3 ○ 2 0 △ 0

B2 日本ウェルネス高校 （長野県） 2 ● 4 1 ● 9 3 ● 8

B3 HeroFC U18F （静岡県） 2 ● 3 9 ○ 1 3 ○ 1

B4 アリアンサフットサルクラブ（大阪府） 0 △ 0 8 ○ 3 1 ● 3

１次ラウンド
2017 年 1 月 6 日（土）～ 7 日（日）

2018年1月6日（土）～7日（日）武田テバオーシャンアリーナ

得点ランキング
順位 選手名 所属 得点

1 内田 大登 エンフレンテ熊本U18 10

2 堀 光輝 宝塚フットサルクラブU18 6

2 松田 隼 FOOTBOZE FUTSAL U-18 6

4 山西 静樹 龍谷富山高校 5

5 松左川 晴也 アリアンサ フットサルクラブ 4

5 千野 慧太 FOOTBOZE FUTSAL U-18 4

5 南雲 颯太 FOOTBOZE FUTSAL U-18 4

5 原田 守久 PSTCロンドリーナU-18 4

5 原科 勇我 HeroFC U18F 4
5 村上 拓也 FOOTBOZE FUTSAL U-18 4

5 木村 芳之 HeroFC U18F 4

２次ラウンド 2017年１月７日（土）　　エコパアリーナ（サブアリーナ）

準 決 勝

準 決 勝

決 勝

Aグループ １位 FOOTBOZE FUTSAL U-18

Bグループ ２位 HeroFC U18F

Bグループ １位 PSTCロンドリーナ U-18

Aグループ ２位 龍谷富山高校

4

2

0

5

8

0

Aグループ A1 A2 A3 A4

A1 名古屋オーシャンズ U-18（愛知県第2） 5 〇 1 4 〇 1 5 〇 2

A2 アズヴェール藤沢U-18 （神奈川県） 1 ● 5 3 ● 6 4 △ 4

A3 京都橘高校 （京都府） 1 ● 4 6 〇 3 4 〇 3

A4 不二越工業高等学校 （富山県） 2 ● 5 4 △ 4 3 ● 4

Bグループ B1 B2 B3 B4

B1 SANTOS FC18 （愛知県第1） 2 △ 2 12 〇 2 9 〇 0

B2 フウガドールすみだファルコンズ（東京都第1） 2 △ 2 7 〇 1 12 〇 0

B3 神戸国際大学附属高校フットサル部（兵庫県） 2 ● 12 1 ● 7 5 〇 3

B4 筑北SC WELLNESS （長野県） 0 ● 9 0 ● 12 3 ● 5

Cグループ C1 C2 C3 C4

C1 HeroFC U18F （静岡県） 2 〇 1 2 〇 0 5 〇 2

C2 FOOTBOZE FUTSALU-18（東京都第2） 1 ● 2 5 〇 1 4 〇 1

C3 アリアンサ フットサルクラブ（大阪府） 0 ● 2 1 ● 5 3 △ 3

C4 エンフレンテ熊本フットサルU-18 （熊本県） 2 ● 5 1 ● 4 3 △ 3

第２回大会の結果

準決勝 準決勝

決 勝

Bグループ
１位

SA
NTOS

FC18

Cグループ
１位

HeroFC
U18F

Aグループ
１位

名
古
屋
オ
ー
シ
ャ
ン
ズ

U-18

Bグループ
２位
フ
ウ
ガ
ド
ー
ル
す
み
だ
フ
ァ
ル
コ
ン
ズ

7

4 2

2 0 6

順位 選手名 所属 得点

1 ペレイラ チアゴ
ヒデキ ミヤザキ SANTOS 11

2 山口 勝輝 SANTOS 10

3 佐々木 拓海 フウガ 7

4 イチヤナギ ラファ
エル ジェファソン SANTOS 6

4 新田 朋紀 不二越工業 6

4 畠山 勇気 フウガ 6

7 下田 康聖 名古屋オーシャンズ 5

順位 選手名 所属 得点 順位 選手名 所属 得点

8 横田 海斗 Hero 4

8 荒木 康作 SANTOS 4

8 山口 敬史 京都橘 4

8 川本 樹弥 名古屋オーシャンズ 4

エコパアリーナ（メインアリーナ）

2 次ラウンド

HeroFC　U18F

SANTOS　FC18

CHAMPIONS

CHAMPIONS

１次ラウンド

得点ランキング

13
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U-18 FLCC

游游游游游游 ASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBIASOBI      2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April2022 April

Ａグループ 日本ウェルネス筑北
SC

宝塚フットサルクラブ
U-18

ASV PESCADOLA
町田 U-18

サントス FC/santista

A1
日本ウェルネス筑北 SC △ ● ●

( 長野県 ) ３－３ ２－４ １－１０

A2
宝塚フットサルクラブ U-18 △ ● ●

( 兵庫県 ) ３－３ ０－９ ０－７

A3
ASV PESCADOLA 町田 U-18 ○ ○ ○

( 東京都 ) ４－２ ９－０ ４－１

A4
サントス FC/santista ○ ○ ●

( 愛知県 ) １０－１ ７－０ １－４

Ｂグループ 明科高等学校サッカー部
シュライカー大阪

U-18
SBFC ロンドリーナ

U-18
エンフレンテ熊本

U-18

B1
明科高等学校サッカー部 ● ● ●

( 開催地：長野県 ) ２－１０ ２－２２ １－５

B2
シュライカー大阪 U-18 ○ ● ○

( 大阪府 ) １０－２ １－２ ６－０

B3
SBFC ロンドリーナ U-18 ○ ○ ●

( 神奈川県 ) ２２－２ ２－１ １－２

B4
エンフレンテ熊本 U-18 ○ ● ○

( 熊本県 ) ５－１ ０－６ ２－１

Ｃグループ 不二越工業高等学校
京都橘高等学校

サッカー部
ディヴェルティード
旭川エルマーノス

CRAQUES

C1
不二越工業高等学校 ● ● △

( 富山県 ) ５－８ ２－５ ２－２

C2
京都橘高等学校サッカー部 ○ ○ ○

( 京都府 ) ８－５ ５－１ ５－３

C3
ディヴェルティード旭川エルマーノス ○ ● ●

( 北海道 ) ５－２ １－５ １－４

C4
CRAQUES △ ● ○
( 静岡県 ) ２－２ ３－５ ４－１

順位 選手名 所属 得点
1 薮内　涼馬 SBFC ロンドリーナ U-18 12
2 山口　勝輝 サントスＦＣ /santista 7
2 金沢　一矢 京都橘高等学校サッカー部 7
4 井口　凜太郎 シュライカー大阪 U-18 6
5 垣谷　将太郎 京都橘高等学校サッカー部 5
5 林　倖二郎 京都橘高等学校サッカー部 5
5 稲本　結斗 サントスＦＣ /santista 5

順位 選手名 所属 得点
8 川戸　渉平 京都橘高等学校サッカー部 4
8 原田　蓮人 SBFC ロンドリーナ U-18 4
8 千葉　一心 ＱＲＡＱＵＥＳ 4
8 板橋　琉聖 ASV PESCADOLA 町田 U-18 4
8 甲斐　稜人 ASV PESCADOLA 町田 U-18 4

13 ペレイラ チアゴ　
ヒデキ ミヤザキ サントスＦＣ /santista 3

順位 選手名 所属 得点
13 温　立丞 SBFC ロンドリーナ U-18 3
13 渡辺　旺介 SBFC ロンドリーナ U-18 3
13 甲林　陸 シュライカー大阪 U-18 3
13 岩渕　叶夢 シュライカー大阪 U-18 3
13 藤本　毅 エンフレンテ熊本 3
13 石川　駿 明科高等学校サッカー部 3

準決勝 準決勝

決勝

シ
ュ
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イ
カ
ー
大
阪

U
-18

２ １

３

３ ０

１

2 次ラウンド

京都橘高等学校サッカー部

CHAMPIONS

１次ラウンド

得点ランキング
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2019 年 1 月 5 日（土）、1 月 6 日（日）長野 / ことぶきアリーナ千曲第３回大会の結果

第４回大会の結果

立命館宇治高等学校
フットサル同好会　（京都）

フウガドールすみだファルコンズ（東京）

なかよし会ユース  （熊本）

CRAQUES （静岡）

湘南ベルマーレフットサルクラブ
ロンドリーナ U-18　（神奈川）

シュライカー大阪 U-18（大阪）

日本ウェルネス筑北 SC（長野）

埼玉平成高等学校（埼玉）

ZOTT WASEDA JUVENIL（東京）

鶴見大学附属高等学校（神奈川）

神戸国際大学
附属高校フットサル部 （兵庫）

不二越工業高等学校（富山）

gatt2008 U-18 （京都）

名古屋オーシャンズ U-18（愛知）

聖和学園高校フットサル部 （東北）

北星学園大学附属高等学校（北海道）

順位 選手名 所属 得点
1 畦地　智志 gatt 2008 U18 6
2 桐山　侑大 立命館宇治高校フットサル同好会 5
2 田代　　海 聖和学園高等学校フットサル部 5
4 熊谷　音乙 北星学園大学附属高等学校 4
4 嘉数　希望 シュライカー大阪 U-18 4
4 武内　遼生 北星学園大学附属高等学校 4
4 高木　隼斗 フウガドールすみだファルコンズ 4
4 大澤　寛治 ZOTT WASEDA JUVENIL 4
4 杉村　和哉 鶴見大学附属高等学校 4
4 薮内　涼也 湘南ベルマーレ FC ロンドリーナ U-18 4

順位 選手名 所属 得点
4 神田　亜典 ZOTT WASEDA JUVENIL 4
4 宮下　豪也 日本ウェルネス筑北 SC 4
13 伊藤　巧真 北星学園大学附属高等学校 3
13 松友　亮輝 神戸国際大学附属高校 3
13 千葉　　黎 CRAQUES U-18 3
13 松井　茂樹 立命館宇治高校フットサル同好会 3
13 井上　統世 聖和学園高等学校フットサル部 3
13 大石　颯馬 CRAQUES U-18 3
13 高橋竜ノ介 鶴見大学附属高等学校 3

決勝

シュライカー大阪 U-18

CHAMPIONS
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2020 年1月4日（土）、1月5日（日）長野/ことぶきアリーナ千曲
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2021 年 1 月 9 日（土）、1 月 10 日（日）長野 / ことぶきアリーナ千曲第５回大会の結果

前回に続き、コロナ禍のなかでの開催となりました。コロナに対してど
のように対応すればいいのか、これまでの経験を活かしての開催です。昨
年は zoom で実施した試合映像配信を今年は YouTube での限定公開とし
て、無観客試合で来場できない家族、関係者の皆さまに映像を届けること
ができました。運営を担っていただいた長野の皆さま、さまざまな制約の
なかで、リーグを開催し、チームを送り出してくださった皆さま、本当に

ありがとうございました。今後もU-18世代が日常的にフットサルをプレー
できるリーグの環境が全国に整うことを目指して、しっかりとバージョン
アップしながら大会を継続していきます。

 大会事務局　特定非営利活動法人サロン 2002 副理事長　本多克己

編集後記

順位 選手名 所属 得点

1 渡部　朝登 鶴見大学附属高校 6

2 亀田　航正 正智深谷高校 4

2 成田　美光 ペスカドーラ町田 U-18 4

4 山田　葵琉 CRAQUES U-18 3

4 織田　遥希 CRAQUES U-18 3

4 若林　勇太 聖和学園高校フットサル部 3

4 高橋　大樹 湘南ベルマーレ FC ロンドリーナ U-18 3

4 鴫原　直希 ZOTT WASEDA JUVENIL 3

4 草野　大空 聖和学園高校フットサル部 3

4 松野　洸佑 ペスカドーラ町田 U-18 3

4 本田　遥大 湘南ベルマーレ FC ロンドリーナ U-18 3

4 二瓶　京介 ZOTT WASEDA JUVENIL 3

4 大澤　寛治 ZOTT WASEDA JUVENIL 3

得点ランキング

ペスカドーラ町田 U-18（東京）

渡部 朝登 選手

CHAMPIONS

賀川浩賞（得点王）

シュライカー大阪 U-18
（大阪）

ZOTT WASEDA JUVENIL
（東京）

不二越工業高校
（富山）

日本ウェルネス長野高校
（長野）

INNOVATION.FC U-18
（東北）

アッズーロ和歌山フットサルクラブ
（和歌山）

CRAQUES
（静岡）

湘南ベルマーレフットサルクラブリーナU-18
（神奈川）

聖和学園高校フットサル部
（東北）

東海大学付属静岡翔洋高校
フットサル部　（静岡）

神戸国際大学附属高校フットサル部
（兵庫）

正智深谷高校
（埼玉）

MD.FUTSAL
（富山）

立命館宇治高校
（京都）

ペスカドーラ町田 U-18
（東京）
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（神奈川）
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2022.2.25.

回回数数 年年 期期日日 会会場場 テテ　ーー　ママ　（（報報告告・・話話題題提提供供者者））

（（11999977年年度度））
第1回 1997 4.18. お茶大 1.日本サッカーにおけるナショナルアイデンティティーの確立に関する研究(高橋義雄)

2.韓国社会と2002年ワールドカップ(韓国研究者の研究発表紹介－中塚義実)

3.スポンサーの立場からみた巨大スポーツイベント(榎竜一)

第2回 5.16. お茶大 サッカーくじについて(高橋義雄／三堀潔貴)

第3回 6.20. カリンカ 台風のため中止　→　来てしまった人はそのままカリンカへ

第4回 7.18. お茶大 スポーツイベント雑感－スポ－ツイベントについて考えたこと･調べたこと(仲澤眞)

第5回 8.17.～18. Ｊヴィレッジ 1.持ち株会社解禁とプロサッカークラブの経営(井上俊也)

2.国際スポーツイベントへの政府の関与(高橋義雄)

3.スポーツカウンセラーの教育･研修に関するＪリーグアンケート調査(坂中尚哉)

4.2002年ワールドカップの練習会場について(中塚義実／高橋義雄)

第6回 9.18. 筑波大附高 2002年ワールドカップの練習会場(キャンプ地)について(宮村剛史)

第7回 10.17. 筑波大附高 サッカーを取り巻く職業について－プロ選手のセカンドキャリアを考える(大場淑子)

第8回 11.21. 筑波大附高 ユース(以下の)年代のサッカーを考える(中塚義実)

第9回 12.19 筑波大附高 スポンサーからみたFIFAワールドカップ(花田一成)

第10回 1998 1.29. 筑波大附高 1.タレント発掘の観点からみたサッカー環境とは(中塚義実)

2.プロサッカー選手に対するキャリアカウンセリング(木幡日出男)

第11回 2.20. 筑波大附高 1.審判活動における心理的影響に関する研究(坂中尚哉)

2.横浜プロジェクト報告及び検討(木下昭英)

第12回 3.20. 筑波大附高 1.Ｊリーグ球団をめぐる組織間関係の形成過程に関する研究(戸苅次郎)

2.高知県サッカーの動向について(中塚頼彦)

（（11999988年年度度））
第13回 4.17. 筑波大附高 1.わが国におけるサッカーの指導者養成制度について(飯田義明)

2.インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)について(木下昭英)

第14回 5.14. 筑波大附高 1.プロサッカー選手の職務満足に関する研究案(江口潤)

2.著書紹介『幻のサッカー王国－スタジアムからみた解体国家ユーゴスラビア』(宇都宮徹壱)

3.フランス大会へ向けての企画･情報など

第15回 6.16. 筑波大附高 1.著書紹介『サッカーと対峙する男－八重樫茂男』(加藤栄二)

2.インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)進行状況報告(木下昭英)

第16回 7.23. 筑波大附高 1.FIFAワールドカップフランス大会報告(宇都宮徹壱他)

2.I.F.F.進行状況報告(木下昭英)

3.サロン2002夏合宿企画案の検討

第17回 8.1.～2. 新横浜プリンスホテル 1.インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)－セミナー部門･パーティに参加(8月1~2日)

2.Ｊリーグ観戦－横浜フリューゲルス対鹿島アントラーズ(8月1日)

3.新横浜プリンスホテル内での飲み会(8月1日深夜)

第18回 9.17. 筑波大附高 1.フランスサッカーの現状と課題(井上俊也)

2.インターナショナルフットボールフェスタ(I.F.F.)報告(木下昭英)

第19回 10.20. 筑波大附高 1.｢サッカーＴＶアイ｣の試み(葉梨忠男)

2.体育における｢みるスポーツ｣教育の可能性と役割－女子サッカーの授業実践より(中塚義実)

第20回 11.6. 筑波大附高 “横浜ＦＭ問題”に関する緊急ミーティング

第21回 11.20. 筑波大附高 1.2002年をよりディープに楽しむために－ワールドカップキャンプ地に関するレポート(野上宏志)

2.キャンプ候補地としての高知県の場合(宮村剛史)

3.平成14年への提言(宇都宮徹壱)

第22回 12.12.～13. 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 1.鹿島アントラーズのこれまでとこれから－ある関係者の独り言(長岡茂)

2.平成14年への提言(宇都宮徹壱)

3.鹿島市フットサル大会へ出場

4.天皇杯予選観戦：鹿島アントラーズ対筑波大学

第23回 1999 1.29. 筑波大附高 1.ＮＰＯ法について(松下徹)

2.サロン2002のこれまでとこれから(中塚義実)

第24回 2.18. 筑波大附高 Ｗ杯権利ビジネスの問題点と今後のスポンサーシップのあり方(花田一成)

第25回 3.17. 筑波大附高 サッカーくじについて(その1)(両角晶仁)

ササロロンン22000022月月例例会会//月月例例ササロロンン一一覧覧（（11999977～～22002211））
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（（11999999年年度度））
第26回 4.15. 筑波大附高 サッカーくじについて(その2)(両角晶仁)

第27回 5.18. 筑波大附高 草サッカーはいま－未登録層のサッカーの現状と課題(浜村真也)

第28回 6.17. 筑波大附高 母国巡礼－スタジアムから見た英国流フットボール(宇都宮徹壱)

第29回 7.13. 筑波大附高 ユース年代のサッカーの方向性をさぐる(中塚義実)

第30回 7.17.～18. 新潟市 サッカー振興を市民の手で(小島裕範／中塚義実)

第31回 8.27. 筑波大附高 マイノリティのスポーツ環境を考える－移植患者のスポーツ(安藤裕一)

第32回 9.22. 筑波大附高 異文化を知ろう！パートⅡ－ハンドボールと企業スポーツ（香西武彦）

番外編 9.28.～29. ＪＦＡ他 スコットランドのスポーツ社会学者(H.F.Moorhouse)を囲む情報交歓会

　注）28日は、日本体育・学校健康センター主催、サロン2002企画

　　　29日は、主催・企画はサロン2002、会場は日本サッカー協会で行われた

第33回 10.26. 筑波大附高 スタジアムから見た分断国家－知られざるアイリッシュ・フットボール(宇都宮徹壱)

第34回 11.10. 筑波大附高 旅行会社が育てるグラスルーツ･スポーツ－毎日コムネットのサッカービジネス(脇田英人)

第35回 12.20.～21. 掛川市 クラブ運営と公益性(鵜木恵介／伊藤薫)

第36回 12.20. 筑波大附高 「アメリカのサッカー」から学んだもの(仲澤 眞)

第37回 2000 1.25. 筑波大附高 女子ワールドカップＵＳＡのボランティアを終えて(小林美由紀)

第38回 2.24. 筑波大附高 Ｊリーグ選手協会(選手側)がらみる、日本サッカー界の現状と課題(信藤健仁、大場淑子)

第39回 3.27. 筑波大附高 サロン2002(Ver.2000～2001)について(中塚義実)

（（22000000年年度度））
第40回 4.25. 筑波大附高 サッカーくじについて(その3)(両角晶仁)

第41回 5.18. 筑波大附高 21世紀の生涯スポーツ－フットボールを楽しむために(徳田仁)

第42回 6.16. 筑波大附高 何をもって｢スポーツイベントの成功｣とするのか(高橋義雄)

第43回 7.23.～24. 筑波大学 浦和レッズ・サポーターを追って(清水諭)

第44回 8.10. 筑波大附高 21世紀のネーションズカップとは－EURO2000から見えるもの(宇都宮徹壱)

第45回 8.26.～27. 新潟市 サッカー振興を市民の手でPart2(小島裕範／中塚義実)

第46回 9.19. 筑波大附高 見易いサッカー番組とは－サッカーTV復活！(葉梨忠男／桐谷博)

第47回 10.27. 筑波大附高 フットサルプロジェクト１の展望と課題－フットサルの現状と連盟の意義(フットサルプロジェクト１)

第48回 11.22. 筑波大附高 “ディナモ”と社会主義政権下のフットボール(宇都宮徹壱)

第49回 12.21. 筑波大附高 フットサル連盟は必要か－21世紀のスポーツと、競技団体のあり方(フットサルプロジェクト１)

第50回 2001 1.25. 筑波大附高 サロン2002のホームページをどう活かすか(本多克己･小緑典子･奥野剛史･田尻美寧貴他)

第51回 2.17. 駒沢陸上競技場 2001年のフットサル連盟(梶野政志)

第52回 3.16. 筑波大附高 サッカーTVを斬る－サッカーファンの開拓にTVはどう貢献できるか(葉梨忠男)

（（22000011年年度度））
第53回 4.27. 筑波大附高 ユースサッカーは変わるか？－DUOリーグ5年間の歩みと東京都ユースサッカーリーグ創設への展望(中塚義実)

第54回 5.17. 筑波大附高 ワールドカップ･プロジェクト１－コンフェデ杯から何かを残そう(竹原典子)

第55回 6.19. 筑波大附高 コンフェデレーションズカップを振り返って－運営の立場から(長岡茂)

第56回 7.22. 横浜国際総合競技場 コンフェデレーションズカップ総括シンポジウム(長岡茂・竹原典子・小島裕範)

第57回 8.25.～26. Ｊステップ スポーツ好きな子どもたちを育てよう

　事例1.ＤＵＯリーグ－学校運動部とクラブユースによるリーグ戦(中塚義実)

　事例2.地域クラブU-18－清水市の例(宮城島清也)

　事例3.Ｊリーグユースチームの育成(山下則之)

第58回 9.27. 筑波大附高 2002年に何ができるか(小出正三・浅野智嗣・片岡麻衣子)

第59回 10.26. 筑波大附高 東京都ユースリーグ創設へ向けての動きを追う－プレリーグから何が見えるか(東京都ユースリーグ準備委員会:仮称)

第60回 11.28. 筑波大附高 ユースリーグの可能性と課題－2010年を視野に入れて(東京都ユースリーグ準備委員会:仮称)

第61回 12.15. 神戸市 2010年のサッカー環境－ＤＵＯリーグの試み(中塚義実)

第62回 2002 1.29. 筑波大附高 2002年（以降）のサロン2002を考える

第63回 2.27. 筑波大附高 2002年（以降）のサロン2002を考える（その２）

第64回 3.25. 筑波大附高 ワールドカップの“物語”をいかに集めるか－2002年（以降）のサロン2002を考える③(ワールドカッププロジェクトⅡ)

（（22000022年年度度））
第65回 4.19. 筑波大附高 「ＳＰ（サポーターズ・プロジェクト）２００２」の提案(宇都宮徹壱)

第66回 5.11. ＪＩＳＳ 国立スポーツ科学センター（JISS）について（浅見俊雄）／2002年度総会

第67回 6.20. 筑波大附高 「それぞれのワールドカップ」中間報告会

第68回 8.3. 東京体育館 ワールドカップ総括シンポジウムⅠ－「ささえる物語」を中心に(長岡茂、村林裕、宮城島清也)

第69回 8.10. 神戸ファッション美術館 ワールドカップ総括シンポジウムⅡ－「観戦と交流の物語」を中心に(賀川浩,スー木下,橋本潤子,宇都宮徹壱)

第70回 9.24. 筑波大附高 「フットサルプロジェクトⅡ」実施上の問題点(澤井和彦)

第71回 11.1. 筑波大附高 ユース年代にリーグ戦を！－底辺からトップまで(東京都高体連ユースリーグ検討委員会)

第72回 11.22. 筑波大附高 ＪＦＬの歴史と展望－横河ＦＣの事例を通して考える(内藤隆)

第73回 12.11. 筑波大附高 日本代表戦チケットについて(浜村真也、平川亘)

第74回 2003 1.23. 筑波大附高 高校体育におけるサッカーの取り上げ方－体育実技と体育理論の実践報告(中塚義実)

第75回 2.1.～2. 刈谷市 1.刈谷市のサッカー環境－これまでとこれから（刈谷市サッカー連盟神谷理事長）

2.豊かなスポーツ環境構築のために－DUOリーグからU-18東京都リーグまで（中塚義実）

第76回 3.25. 筑波大附高 一地域のスポーツ環境の現状と今後の展望（中村敬）



121游 ASOBI  2022 April

資料編

（（22000033年年度度））
第77回 4.18. 筑波大附高 東京都ユースリーグ創設の経緯と実際（中塚義実）

第78回 5.24. 筑波大附高 ＧＥ社の「シックスシグマ」手法を用いたサロン2002の課題の検討（笹原勉）／2003年度総会

第79回 6.26. 筑波大附高 サロン2002の月例会を活性化するには（サロン2002活性化プロジェクト）

第80回 8.2. 東京体育館 2003公開シンポジウム「地域で育てるこれからのスポ－ツ環境（中塚義実、宇都宮徹壱、山下則之）

第81回 8.26. 筑波大附高 研究者からみたサッカー－「日本フットボール学会」創設をめぐって（安松幹展）

第82回 9.24. 大分県サッカー協会 （大分で）いかにクラブを育てるか（中塚義実）

第83回 10.24. 日本サッカー協会 競技団体の登録制度を考える－ＪＦＡ200万人構想をめぐって（ＣＨＱ他）

第84回 12.2. 筑波大附高 フットサル界の現状と課題（本多克己）

第85回 12.18. 筑波大附高 サッカー・スポーツと「科学研究」の架け橋となるには－Jリーグアカデミー、ＪＣＹ科学研究委員会、日本フットボール学会の今後を探る－（山下則之、中塚義実、大橋二郎）

第86回 2004 1.21. 両国「とくだわら」 ローカルな活動からゆたかなくらしづくりへ－アートとスポーツ：分野を超えた活動の可能性（中村敬、土谷亨）

第87回 2.26. 筑波大附高 いまいちどサロン2002のあり方を考える

第88回 3.9. 現代美術製作所 歯磨き感覚でスポーツは可能か？（井関信雄、中塚義実）

（（22000044年年度度））
第89回 4.28. 筑波大附高 2004年春のフットサル報告会（中塚義実、本多克己）

第90回 5.22. 味の素スタジアム スコットランドで学んだこと（高橋義雄）／2004年度総会

第91回 6.29. ＮＰＯ文京教育トラスト 英語とサッカーセミナー（麻生征宏、塚本正昭）

第92回 7.24. 伊香保温泉丸本館 ザスパ草津の挑戦（賢持宏昭★、小林俊文）

第93回 8.12. NARAWA WING 1.ソシオ成岩スポ－ツクラブの運営について（榊原孝彦）

2.ＤＵＯリーグ・新規リーグのマネジメントについて（中塚義実）

第94回 9.22. 筑波大附高 宇都宮徹壱がみたＥＵＲＯ～アジアカップ（宇都宮徹壱）

第95回 10.8. 筑波大附高 サロン2002公開シンポジウム検討会：ｔｏｔｏをどう活かすか-地域スポーツ振興のために

第96回 11.27. 立教大学 2004公開シンポジウム「ｔｏｔｏを活かそう！－地域スポーツ振興のために」（福西達男、高橋正紀、徳田仁、両角晶仁）

第97回 12.22. 筑波大附高 代表チームからみたサッカー文化の違い（早川直樹★、安松幹展）

第98回 2005 1.13. 筑波大附高 「サッカーＴＶ」活用法を考える（葉梨忠男）

第99回 2.20. ＲＩＣＥ+（曳舟） 地域社会にみる障害児スポーツクラブの意義（中村敬）

第100回 3.31. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾗｳﾞｧｰｽ サロン2002のあゆみ-月例会100回記念パーティ(宇都宮徹壱、中塚義実)

（（22000055年年度度））
第101回 4.15. 筑波大附高 テヘラン日記・総集編－３.２５.イラン戦を振り返って(宇都宮徹壱、徳田仁、鈴木崇正)

第102回 5.28. 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 2005年度総会

第103回 6.24. 筑波大附高 データからＪリーグを分析！－J-STATS Opta（ｼﾞｪｲｽﾀｯﾂオプタ）とは(武田信巌★、山下則之）

第104回 8.6. 愛知県ｽﾎﾟｰﾂ会館 広域スポーツセンターを考える(高橋義雄、榊原孝彦)

第105回 8.26. 筑波大附高 公開シンポジウム2005検討会(本多克己他）

第106回 9.20. 筑波大附高 ワールドカップ予選を振り返って（早川直樹★、安松幹展）

第107回 10.13. 筑波大附高 サロン2002公開シンポジウム検討会－クラマーさんありがとう！

第108回 11.12. 味の素スタジアム 2005公開シンポジウム「クラマーさんありがとう！」（D.ｸﾗﾏｰ、賀川浩、両角晶仁、大橋二郎、中塚義実）

第109回 12.22. 筑波大附高 2006年ＦＩＦＡワールドカップを語ろう①！－トルコvsスイス戦（欧州プレーオフ）報告会(宇都宮徹壱）

第110回 2006 1.17. 筑波大附高 サッカー新聞のできるまで－「エルゴラッソ」からみえること(浅野智嗣)

第111回 2.9. 筑波大附高 新生totoの全て－「ここでしか語れない」秘密の話?!(両角晶仁)

第112回 3.10. 筑波大附高 ラヂオで伝えるフットボール(小林達彦★、両角晶仁)

（（22000066年年度度））
第113回 4.28. 筑波大附高 徹底比較　32年ぶりのワールドカップ・ドイツ大会(鈴木崇正、江川純子）

第114回 5.20. 筑波大附高 2006年度総会

第115回 6.21. ドイツ・フランクフルト市 現地情報交換会－パブリックビューイング体験

第116回 6.23. ドイツ・フランクフルト市 スポーツクラブ訪問－ＴＧボーンハイム1860

第117回 7.13. 筑波大附高 FIFAワールドカップ・ドイツ大会報告会(中塚義実、岸卓巨、鈴木崇正他）

番外編 8.21. 筑波大附高 ＦＩＦＡワールドカップ・ドイツ大会のゲーム分析(庄司悟★、中塚義実）

第118回 8.28. 筑波大附高 FIFAワールドカップ・ドイツ大会にむけたコンディショニング（早川直樹★、安松幹展）

第119回 9.28. 筑波大附高 シンガポールで感じたこと－小さな国の大きな試み(中塚義実）

第120回 10.6. 筑波大附高
聴覚障害を持つサッカーファミリーからの言葉－聴覚障害者を取り巻くサッカー環境と彼等を知る(赤沢宏
★、植松隼人★、中村敬)

第121回 11.17. 筑波大附高 バヌアツで感じたこと（岸卓巨）

第122回 12.19. 筑波大附高 サロン2002の10年を振り返る①－10年間（10年以上）の環境の変化とサロンの変化（中塚義実）

第123回 2007 1.19. 筑波大附高 百年構想最前線－地域リーグ決勝大会観戦記（宇都宮徹壱）

第124回 2.24. ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」 サロン2002：10周年記念パーティ

第125回 3.24. 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ内 2006公開シンポジウム「2006年　ドイツで感じたこと」（池田誠剛、庄司悟、徳田仁）
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（（22000077年年度度））
第126回 4.27. 筑波大附高 地方からみたﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄｻﾙの現状と今後－ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ･ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄｻﾙ大会をめぐって（中塚義実）

第127回 5.20. 東京都ｻｯｶｰ協会 2007年度総会

第128回 6.29. 筑波大附高 トヨタカップの始まりとテレビ中継（坂田信久★、牛木素吉郎）

第129回 7.19. 国立競技場 サロン2002にバーチャルなコミュニティは必要か（本多克己）

第130回 8.21. 筑波大附高 特待生問題を考える

第131回 9.23.
代々木体育館
→「風芽車」

Ｆリーグ開幕を祝して乾杯！

第132回 10.25. 筑波大附高 公開シンポジウム2007検討会

第133回 11.28. 筑波大附高
辺境地のサッカー報告－極東ロシアサッカー紀行＆バヌアツ共和国で感じたこと（第２報）（大久保尚彦、
岸卓巨）

第134回 12.15. 青学会館ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾙ 公開シンポジウム2007：「サッカー観戦を楽しもう！-スタジアム編」（仲澤眞、徳田仁、宮明透）

第135回 2008 1.23. 筑波大附高 高校サッカーと民放テレビ（坂田信久★、牛木素吉郎）

第136回 2.27. 筑波大附高 東京都からみた日本のフットサルのこれまでとこれから（野口良治）

第137回 3.29. 南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 成田十次郎先生にきく－高知・日本・ドイツのサッカーとトリムカップ

（（22000088年年度度））
第138回 4.23. 筑波大附属高校 DUOリーグのトロフィーをアート感覚で（中塚義実、土谷享）

第139回 5.10. 味の素スタジアム 2008年度総会

第140回 6.27. 筑波大附属高校 サロン2002のホームページをリニューアルしよう（本多克己）

第141回 7.26. 岡山国際交流センター ファジアーノ岡山のあゆみと今後

第142回 7.31. 筑波大附属高校 サッカーのいちジャンルとしてみるハンディキャップサッカー（森山徹★、依藤正次※）

第143回 9.25. 筑波大附属高校 2008年のビッグイベント①北京五輪を振り返って（安藤裕一※）

第144回 10.30. 筑波大附属高校 北京、ロンドン、そして東京へ（相原正道）

第145回 11.26. 筑波大附属高校 2008年のビッグイベント②EURO2008を振り返って（庄司悟★、徳田仁※）

第146回 12.20. サッカー居酒屋「いなば」 お宝映像上映会兼忘年会

第147回 2009 1.18. 金沢21世紀美術館 タッグパートナーとしてのスポーツとアート

第148回 1.31. 日本青年館・会議室 公開シンポジウム2008：地域からみたJリーグ百年構想（宇都宮徹壱、宮明透、守屋実★）

第149回 3.21. 那智勝浦町体育文化会館 中村覚之助と日本サッカーの夜明け（牛木素吉郎、森岡理右★、山本殖生★、中塚義実※）

（（22000099年年度度））
第150回 4.25. 筑波大附属高校 サロンin熊野報告＆月例会を考える-月例会150回記念企画（中塚義実）

第151回 5.16. 武蔵野陸上競技場 2009年度総会

第152回 6.12. KOSUGE1-16スタジオ タッグパートナーとしてのスポーツとアート2（土谷享）

第153回 7.16. 筑波大附属高校 南アフリカ・コンフェデレーションズカップ報告（田村修一）

第154回 7.28. 川崎競馬場 お出かけサロン：川崎競馬体験ツアー（茅野英一）

第155回 9.17 筑波大附属高校 祝！2019年W杯招致決定！日本ﾗｸﾞﾋﾞｰの現状－高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ合同チーム問題から見えるもの（嶋崎雅規）

第156回 10.28. 筑波大附属高校 21世紀の東京オリンピックを考える（嵯峨寿）

第157回 11.24. 筑波大附属高校 公開シンポジウム2009検討会

第158回 12.19. ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」 お宝映像上映会兼忘年会

第159回 2010 1.20. 筑波大附属高校 2018/2022年FIFAワールドカップの招致活動（五香純典）

第160回 2.6. ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 日本サッカーの始祖　熊野の中村覚之助（中村統太郎★、真田久★、加藤弘★、中塚義実※）

第161回 3.6. 青学会館ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾙ
公開シンポジウム：2019ラグビー・ワールドカップ日本大会を語ろう！（岩渕健輔★、直江光信★、島田佳
代子★、中塚義実※）

（（22001100年年度度））
第162回 4.9. 筑波大附属高校 7人制ラグビーの現状と今後（村田亙★、高橋義雄※）

第163回 5.8. 味の素スタジアム 2010年度総会

第164回 5.20. 筑波大附属高校 日独間選手育成システムの違いからみる日本サッカー活性化の方法（高田勝敏）

第165回 6.20. ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰｶﾌｪ 南アフリカに行ってきました！－FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ南アフリカ　研修報告（中塚義実）

第166回 7.21. 筑波大附属高校 それぞれの2010FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ－南アフリカってどんな国？（岸卓巨ほか）

第167回 8.19. 筑波大附属高校 Jリーグ・アカデミー活動の評価（山下則之）

第168回 9.29. 筑波大附属高校 イタリアから学んだ指導においての視点の違い（井田征次郎）

第169回 10.27. 筑波大附属高校 日本のU-12の世界を目指して（高崎康嗣）

第170回 11.24. 筑波大附属高校 「2010年のサッカー環境」はどこまで実現したか（中塚義実）

第171回 12.17. ﾏｰｼｬﾙｱｰﾂ 泣く子も黙る南米旅行－東南アジアが先進国に思えた日（奥山純一）＆お宝映像上映会兼忘年会

第172回 2011 1.27. 筑波大学附属高校 戦前のサッカー育成－神戸一中を中心に（賀川浩）

第173回 2.8. 筑波大学附属高校 World Congress of Science and Football in Nagoyaへの招待（安松幹展）

第174回 3.5. 堺市立ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ 公開シンポジウム：育成期のサッカーを語ろう！（上田亮三郎★、松田保、黒田和生、関塚隆★、中塚義実※）
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（（22001111年年度度））
第175回 4.20. 筑波大学附属高校 指導者像について考える－5回の海外研修を通して(伊藤慧）

第176回 5.8. 筑波大学附属高校 2011年度総会

第177回 6.9. 筑波大学附属高校 「当たり前のありがたみ」を求めて－東日本大震災(宮城県でのボランティア活動)と青年海外協力隊(ケニアでの見通し)を通して考える(岸卓巨)

第178回 7.2. ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」 ラグビー観戦して飲みに行こう！

第179回 8.26. 筑波大学附属高校 女子W杯を振り返って－現地レポートと日独サッカー比較人類学(加納樹里、牛木素吉郎、浅野智嗣)

第180回 9.30. 筑波大学附属高校 国際ﾋﾟｴｰﾙ・ﾄﾞ・ｸｰﾍﾞﾙﾀﾝ・ﾕ-ｽﾌｫｰﾗﾑ報告－北京で感じ、考えた、「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ教育」の現状と今後(中塚義実)

第181回 10.16. 筑波大学附属高校 サッカーのいちジャンルとしてみるハンディキャップサッカー②電動車椅子サッカー（高橋弘★、依藤正次※）

第182回 11.29. 筑波大学附属高校 ラグビーワールドカップとサッカーワールドカップ(井上俊也)

第183回 12.17. ｻｯｶｰ居酒屋「いなば」 北朝鮮をめぐって＆忘年会

第184回 2012 1.25. 筑波大学附属高校 日本のスポーツ、これまでとこれから(清水諭)

第185回 2.22. 筑波大学附属高校 アスリートのメディアサポートの現場から(片上千恵★、仲澤眞※)

第186回 3.4. 味の素スタジアム 公開シンポジウム：『高校サッカー90年史』を語ろう！(北原由、牛木素吉郎、賀川浩、中塚義実)

（（22001122年年度度））
第187回 4.26. 筑波大学附属高校 U-18年代のフットサル－2001東京、2012名古屋、そして未来へ(中塚義実、本多克己)

第188回 5.13. 筑波大学附属高校 2012年度総会

第189回 6.29. 筑波大学附属高校 アジアのサッカーあれこれ(笹原勉)

第190回 7.17. 筑波大学附属高校 EURO2012を振り返って(徳田仁、田村修一、宇都宮徹壱)

第191回 8.27 筑波大学附属高校 1.1960～80年代の中国スポーツ(牛木素吉郎）

2.スタジアムから見る中国足球の現在地(宇都宮徹壱)

第192回 9.26. 筑波大学附属高校 フットサルの育成と国際交流－ドイツ・ジャパン・フットサルフェスティバルを中心に(山下則之）

第193回 10.31. 筑波大学附属高校 強いフランスを目指したサルコジ時代のフランスサッカー(井上俊也)

番外編 11.18. 筑波大学附属高校 「学校運動部には何ができるか」についてセルジオ越後さんと語ろう！(セルジオ越後、鍋島和夫、中塚義実ほか）

第194回 11.22. 筑波大学附属高校 FIFAフットサル・ワールドカップ2012報告会(徳田仁)

第195回 12.15. ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ｢ﾃｨｱ･ｽｻｰﾅ｣ お宝映像上映会兼忘年会－1966北朝鮮vsイタリアほか

第196回 2013 1.23. 筑波大学附属高校 ラグビー・トップリーグプレーヤーの生活（浦和俊介）

第197回 2.22. 筑波大学附属高校 欧州チャンピオンズカップの成立（田村修一）

第198回 3.23. 大分県臼杵市民会館 サロンin大分（臼杵）：竹腰重丸を語る（浅見俊雄★、牛木素吉郎、吉田稔★、中塚義実）

第199回 3.30. テバ・オーシャンアリーナ 公開シンポジウム：U-18フットサルを語ろう！（松崎康弘★、大立目佳久★、岩本芳久★、中塚義実）

（（22001133年年度度））
第200回 4.20. 筑波大学附属高校 サロン2002の“これまで”と“これから”を語ろう！－サロンin臼杵＆公開シンポin名古屋＆月例会200回を振り返って（中塚義実）

第201回 5.6. 筑波大学附属高校 2013年度総会

第202回 6.15. 筑波大学附属高校 ラグビースピリット（梶原宏之★）、7人制と15人制（村田亙）　→　日本vsウェールズ観戦

第203回 7.18. 筑波大学附属高校 コンフェデレーションズカップ2013を振り返って（徳田仁、牛木素吉郎、田村修一）

第204回 8.24. 筑波大学附属高校 サロン2002の法人化をめぐって①（サロン2002法人化プロジェクト：奥山純一、小池正通、笹原勉ほか）

第205回 9.22. 筑波大学附属高校
オリンピック教育の行方
　　－第9回国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラムで感じたこと（中塚義実）

第206回 10.27. 筑波大学附属高校 サロン2002の法人化をめぐって②（サロン2002法人化プロジェクト：奥山純一、小池正通、笹原勉ほか）

第207回 11.22. 筑波大学附属高校 スポーツを通した豊かな暮らし‐青年海外協力隊、ケニアでの事例より(岸卓巨)

第208回 12.28. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 お宝映像上映会兼忘年会－ペレとブラジルを中心に

第209回 2014 1.26. 筑波大学附属高校 FCバルセロナ憲章にみるバルサの本当のすごさ(小池正通)

第210回 2.23. 筑波大学附属高校 臨時総会

第211回 3.30. 筑波大学東京キャンパス 公開シンポジウム：スポーツクラブの法人化を語ろう！(賀川浩、黒崎祐一、水上博司、中塚義実)

（（22001144年年度度））

第212回 4.24. 筑波大学附属高校
タッグパートナーとしてのスポーツとアート(第3弾)
－古くなったものを楽しく保存継承するという可能性(土谷享、佐藤一朗)

第213回 5.31. 筑波大学附属高校 2014年度総会／NPOサロン2002設立総会

第214回 6.14. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 NPOサロンキックオフ月例会－理事長が語るFIFAワールドカップ(中塚義実)

第215回 7.21. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 FIFAワールドカップ・ブラジルを語る①－観戦者・旅行者・研究者の視点から(本多克己、笹原勉、笠野英弘)

第216回 8.30. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 現役最年長記者　賀川浩さんが語る 　　－2014FIFAワールドカップ・ブラジルとU-18フットサル（賀川浩）

第217回 9.26. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 テレビに映らなかったワールドカップ（宇都宮徹壱）

第218回 11.1. 筑波大学附属高校 ユース年代における7人制ラグビーの現状(石渡利昭★、川中子修★)

第219回 11.20. 筑波大学附属高校 ドイツに学ぼう－育成システムとブンデスリーガ(高田勝敏、山下則之)

第220回 12.28. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 お宝映像上映会兼忘年会-EURO1972決勝：西ドイツvsソ連

第221回 2015 1.28. 筑波大学附属高校 小中高の体育の授業でサッカーをどう扱うか(中塚義実)

第222回 3.8. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 会員交流会－①フットサル交流、②ワークショップ＆パーティ

第223回 3.25. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 FIFA会長賞受賞記念講演会「マイ・フットボール・クロニクル1924-2015」(賀川浩)
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（（22001155年年度度））

第224回 4.28. 筑波大学附属高校
NPO法人化初年度のサロン2002共催事業を振り返る
　　－クーベルタン-嘉納ユースフォーラム2015を中心に（中塚義実）

第225回 5.30. 杉並区産業商工会館 旧ユーゴスラビアが日本に残すサッカーの遺産－ボスニア・ヘルツェゴビナから見つめて（森田太郎★）

第226回 6.13. 筑波大学附属高校 ミャンマーとサッカー－いち学生が観た発展途上国のサッカー(春日大樹）／2015年度総会

第227回 7.4. 筑波大学東京キャンパス 公開シンポジウム：スポーツで「ゆたかなくらし」を(村松邦子、山口拓、小林洋平、岸卓巨)

第228回 8.14. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 競技力とデータ測定の関係（北田典央）

第229回 9.30. 筑波大学附属高校
スロバキアへ行ってきました！
　　－第10回国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム報告会(中塚義実）

第230回 10.23. 筑波大学附属高校
大学の授業を通じた体育・スポーツ分野における国際協力
　　－カンボジア王国におけるスポーツ指導・運動会・体育の実践(山平芳美★、岸卓巨※）

第231回 11.27. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2
2019年ラグビーワルドカップの成功のために①
　　－日本代表の活躍を踏まえて、今私たちにできることは(嶋崎雅規)

第232回 12.16. 筑波大学附属高校
2019年ラグビーワルドカップの成功のために②
　　－日本のラグビー界はこれからどうあるべきか(山本巧★、嶋崎雅規※)

第233回 2016 1.26. 筑波大学附属高校
柔道というスポーツが日本で愛されるために
　　－柔道のこれまでの歩みを振り返り、今後の課題を考える（川戸湧也）

第234回 2.1. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 「このくにのサッカー」を語る（賀川浩）

第235回 3.30. 筑波大学附属高校 FIFAスキャンダルとFIFAの行方（田村修一）

（（22001166年年度度））
第236回 4.21. 筑波大学附属高校 海外サッカー中継の舞台裏(仁藤慶彦★、笹原勉※）

第237回 5.16. 筑波大学附属高校 サッカー、ドイツ、通訳（山内直）

第238回 6.11. 筑波大学附属高校 総会後の意見交換会－NPO法人サロン2002には何ができるか

第239回 7.16. 日本サッカー協会 ある女子サッカー選手の異文化体験－アメリカ、スウェーデン、ザンビア（野口亜弥★、中塚義実※）

第240回 8.29. 筑波大学附属高校 EURO2016とリオ五輪を振り返って(田村修一、徳田仁)

第241回 9.21. 筑波大学附属高校
日本初の女子A級レフェリー世界へ羽ばたく
　　－リオデジャネイロ・オリンピック　ラグビー競技報告(川崎桜子★、嶋崎雅規※)

第242回 10.21. 筑波大学附属高校 リオデジャネイロ五輪における柔道日本代表の情報サポート(川戸湧也)

第243回 11.17. 筑波大学附属高校 「ゆたかなくらし」作りに独自の方法で挑むスポーツドクター安藤がモンゴルで考えた事(安藤裕一)

第244回 12.17. 桐陰会館 公開シンポジウム：日本サッカーのルーツを語ろう！(真田久★、賀川浩、牛木素吉郎、中塚義実※)

第245回 2017 1.24. 筑波大学附属高校 NPOサロンの事業を考える①-公開シンポジウム（中塚義実）

第246回 2.17. 筑波大学附属高校
FCバルセロナ・カンテラ出身の久保建英君をめぐるメディアの在り方と2015年2月始まったペーニャ（サ
ポーターズ・クラブ）の正しい作り方に関して（小池正通）

第247回 3.29. すみだ産業会館 NPOサロンの事業を考える②-U-18フットサル（中塚義実、本多克己）

（（22001177年年度度））
第248回 4.18. 筑波大学附属高校 マーケティングの観点から見た2019年ラグビーワールドカップ組み合わせ試案（井上俊也）

第249回 5.25. 筑波大学附属高校 NPOサロンの事業を考える③-月例会（中塚義実）

第250回 6.10. 筑波大学附属高校 総会後の意見交換会－今後の展望について

第251回 7.24. ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ･ｻﾛﾝ4-4-2 お宝映像上映会-いわゆる「ドーハの悲劇」と「ジョホールバルの歓喜」

第252回 8.27. 桐陰会館 サロン2002　20周年記念シンポジウム：Before2002, After2020（仲澤眞、宇都宮徹壱、鈴木崇正★、中塚義実）

第253回 9.15. 筑波大学附属高校
エストニアへ行ってきました！
　　－第11回国際ピエール・ド・クーベルタンユースフォーラム報告会(藤原亮司★、中塚義実※）

第254回 10.20. 品川宿交流館
東海道品川宿FCのスポーツを通じたゆたかなくらしづくり、まちづくり
　　－フットサルのチカラで、部活動の課題解決に取り組む（竹中茂雄、松村圭佑★）

第255回 11.24. 筑波大学附属高校 TOKYO2020オリンピック・パラリンピックと漫画の世界（小林勝海★、中塚義実※）

第256回 12.19. 筑波大学附属高校 運動部活動のいま（嶋崎雅規）

第257回 2018 1.12. 筑波大学附属高校
日本と中国のユース年代のスポーツ環境を考える
　　－中国のサッカー指導者との情報交換会【SFT認定事業】（中塚義実、Kenio Yao★、鈴木稔★）

第258回 2.20. 筑波大学附属高校 FC United of Manchester　－イングランドのソシオ型スポーツクラブの紹介（張寿山）

第259回 3.20. 筑波大学附属高校 ドイツ生まれのボール教室「バルシューレ」の展開と可能性（福士唯男★、安藤裕一※）

（（22001188年年度度））
第260回 4.26. 筑波大学附属高校 高校サッカー百年をめぐって－部活動のあり方を考える（中塚義実）

第261回 5.22. 筑波大学附属高校 ワールドカップのグループリーグからフェアネスを考える（井上俊也）

第262回 6.10. 筑波大学附属高校 総会後の意見交換会－公開シンポジウム2018を中心に

第263回 7.26.
セネガル料理屋
「Cafe Bar Blue

Baobab」

セネガル料理を食べながら聞くFIFAワールドカップロシア大会報告
　　－ホットな現地の様子を生き生きと（徳田仁、守屋俊英、笹原勉）

第264回 8.27. 筑波大学附属高校 FIFAワールドカップ討論会－ロシア大会での事例をめぐって（中塚義実、小幡真一郎、松井完太郎★）

第265回 9.17. 桐陰会館 公開シンポジウム：部活動を語ろう！（中澤篤史★、中小路徹★、嶋崎雅規、中塚義実）

第266回 10.24. 筑波大学附属高校 文京ラグビースクールにおける学び（齊藤守弘★、嶋崎雅規※）

第267回 11.17. 筑波大学附属高校 サッカーの戦術を構築する（北田典央）

第268回 12.21. ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ｢ﾃｨｱ･ｽｻｰﾅ｣ お宝映像上映会兼忘年会－1970ブラジルvsペルーほか

第269回 2019 1.18. 桐陰会館 ボッチャ体験会＆Non-Borderボッチャ交流会（2月11日）実行委員会（佐藤妙子★、岸卓巨※）

第270回 2.27. 筑波大学附属高校
サロン2002からのメッセージ①　ユース年代にリーグ戦を！
　－U-18フットサルリーグ・チャンピオンズカップをめぐって（本多克己、中塚義実）

第271回 3.27. 筑波大学附属高校
サロン2002からのメッセージ②　オリンピズムを教育に！
　－大河ドラマ「いだてん」の背景とスポーツ庁オリパラ事業の現状（仮題）（大林太朗★、中塚義実）
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（（22001199年年度度））
第272回 4月 「ダイニング翼」 コミュニティ型のサッカーグラウンドづくり（加藤遼也★、岸卓巨）

第273回 5.24. 筑波大学附属高校 ラグビーはよくわからない…という方のための、ラグビーワールドカップ日本大会の楽しみ方 　　（直江光信★、嶋崎雅規）

第274回 6.9. 筑波大学附属高校 総会後の意見交換会

第275回 7.14. 桐陰会館 公開シンポジウム：ラグビーワールドカップ2019を語ろう！（薫田真広★、徳増浩司★、村田亙★、嶋崎雅規）

第276回 8.23. 「ダイニング翼」 お宝映像上映会＜ラグビー編＞－伝説の「2015 日本 vs 南アフリカ」DVD 観戦

第277回 9.26. 筑波大学附属高校 シンガポールで感じたこと②  　－13 年ぶり 2 度目の APYLS（アジア太平洋青少年リーダー ズサミット）引率を通して（中塚義実）

第278回 10.24. 筑波大学附属高校 フランスのマコンに行ってきました 　－第12回国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラム報告会（山田恵子★、中塚義実）

第279回 11.22. 桐陰会館 第2回Non-Borderボッチャ交流会プレイベント－ボッチャ講習会＆第2回実行委員会

第280回 12.16. 文京ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ事務所 忘年会兼月例会：それぞれのラグビーワールドカップ2019－思い出話とこれからの話

第281回 2020 1.28. 筑波大学附属高校 サッカーの脳挫傷の現況とGKヘッドギア標準ルール導入の当否（関秀忠）

中止 2.28. 文京ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ事務所 （新型コロナウィルスの影響で3月以降に延期）

中止 3月 未定 （新型コロナウィルスの影響で3月以降に延期）

（（22002200年年度度））
第282回 4.28. オンライン（ZOOM） 「新型コロナ」にどう向き合うか①－学校・職場（と自宅）・スポーツイベント（中塚義実、笹原勉、徳田仁）

第283回 5.29. オンライン（ZOOM） 「新型コロナ」にどう向き合うか②－部活動・市民イベント・障がい者の現場より（嶋崎雅規、本多克己、浅見明子）

第284回 6.20. オンライン（ZOOM） 総会後の意見交換会

第285回 7.8. オンライン（ZOOM） 「withコロナ」の時代に向けて①－2020年度のU-18フットサルをめぐって（中塚義実、本多克己）

第286回 8.23. オンライン（ZOOM） 「withコロナ」の時代に向けて②－スポーツは人々のライフラインとなれるか【アフリカ編】（岸卓巨）

第287回 9.25. オンライン（ZOOM） 「withコロナ」の時代に向けて③－地域スポーツクラブの現場より：ドクターの視点から（安藤裕一）

第288回 10.29. オンライン（ZOOM） 「withコロナ」の時代に向けて④－日本におけるスポーツボランティアの経緯と今後（小松章一）

第289回 11.19. オンライン（ZOOM）
「withコロナ」の時代に向けて⑤
　　－運動部活動における「大会」の意味・意義を考える（蔵森紀昭★、嶋崎雅規、中塚義実）

12.13.
AM

オンライン（ZOOM）
公開シンポジウム「With/Afterコロナ」の時代に向けて－コロナ禍でみえた“ゆたかなくらし”の新しいすが
た　　第1部　「イベント」を中心に（宇都宮徹壱、土谷享、本多克己、中塚義実）

12.13.
PM

オンライン（ZOOM）
公開シンポジウム「With/Afterコロナ」の時代に向けて－コロナ禍でみえた“ゆたかなくらし”の新しいすが
た第２部　「新しい日常」を中心に（田中理恵、春日大樹、岸卓巨、中塚義実）

第291回 2021 1.28. オンライン（ZOOM） 第5回U-18フットサルリーグチャンピオンズカップを振り返って（中塚義実、本多克己、田島璃子）

第292回 2.18. オンライン（ZOOM） (限)サロン2002のこれからを考える－情報発信プロジェクトからの問題提起（徳田仁ほか）

第293回 3.13. オンライン（ZOOM） 東京都におけるU-18フットサルの20年－2001～2020のあゆみとこれから(中塚義実ほか)

（（22002211年年度度））
第294回 4.16. オンライン（ZOOM） (限)サロン2002のこれからを考える②－理事長からの問題提起（中塚義実ほか）

第295回 5.13. オンライン（ZOOM）
どうなる、東京オリンピック・パラリンピック
　　－2020～21のスポーツイベントの実施状況から考える（嶋崎雅規、徳田仁）

第296回 6.19. オンライン（ZOOM） (限)総会後の意見交換会

第297回 7.16. オンライン（ZOOM） 暑熱下でのスポーツ活動2.0（安松幹展）

第298回 8.23. オンライン（ZOOM） 日本初の女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」を語ろう！（岡島喜久子★、中塚義実※）

第299回 9.13. オンライン（ZOOM） スポーツにおけるマウスガードの効用（高橋昌嗣★、関秀忠※）

第300回 10.23. オンライン（ZOOM）
サロンファミリーが感じたtokyo2020－月例サロン300回記念
　　（川戸雄也、赤城翼★、岸卓巨、小松章一、梅澤佳子、小池靖）

第301回 11.6. オンライン（ZOOM）
公開シンポジウム①「安心・安全なサッカーのために－育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン
を中心に」（中山雅雄★、石堂典秀★、椙浦正俊★、関秀忠※）

第302回 12.11. オンライン（ZOOM）
公開シンポジウム②「JFA100周年：2021年の総括と展望－TOKYO 2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ」
（賀川浩、加藤寛★、川島健司★、中塚義実）

第303回 2022 1.26. オンライン（ZOOM） 試合中におけるレフェリーの安全管理（小幡真一郎、谷口浩★、嶋崎雅規※）

第304回 2.10. オンライン（ZOOM）
フットサルフェスタ25年目の挑戦
　－Africa Challengeとのコラボレーション（本多克己、Africa Challengeプロジェクトメンバー、岸卓巨※）

第305回 3.14. オンライン（ZOOM） (限)サロン2002の「これから」を考える③－2022年度以降の持続可能なすがたを求めて（仮題）

★は月例サロンの時点でサロンファミリー以外の方　　　※はコーディネーター
(限)は「限定サロン」（サロン2002ファミリー限定）。そのほかは「公開サロン」

第290回
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2021.12.10.

年年度度 期期日日 会会場場 テテ　ーー　ママ　（（演演者者））

2001 2001.7.22. 横浜国際総合競技場
コンフェデレーションズカップ総括シンポジウム
　　　　　　　　　　長岡茂、竹原典子、小島裕範

2002 2002.8.3. 東京体育館
ワールドカップ総括シンポジウムⅠ－「ささえる物語」を中心に
　　　　　　　　　　長岡茂、村林裕、宮城島清也

2002.8.10. 神戸ファッション美術館
ワールドカップ総括シンポジウムⅡ－「観戦と交流の物語」を中心に
　　　　　　　　　　賀川浩、スー木下、橋本潤子、宇都宮徹壱

2003 2003.8.2. 東京体育館
公開シンポジウム2003　「地域で育てるこれからのスポ－ツ環境」
　　　　　　　　　　中塚義実、宇都宮徹壱、山下則之

2004 2004.11.27. 立教大学
公開シンポジウム2004　「ｔｏｔｏを活かそう！－地域スポーツ振興のために」
　　　　　　　　　　福西達男、高橋正紀、徳田仁、両角晶仁

2005 2005.11.12. 味の素スタジアム
公開シンポジウム2005　「クラマーさんありがとう！」
　　　　　　　　　　D.ｸﾗﾏｰ、賀川浩、両角晶仁、大橋二郎、中塚義実

2006 2007.3.24. 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ内
公開シンポジウム2006　「2006年　ドイツで感じたこと」
　　　　　　　　　　池田誠剛、庄司悟、徳田仁

2007 2007.12.15. 青学会館ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾙ
公開シンポジウム2007　「サッカー観戦を楽しもう！-スタジアム編」
　　　　　　　　　　仲澤眞、徳田仁、宮明透

2008 2009.1.31. 日本青年館・会議室
公開シンポジウム2008　「地域からみたJリーグ百年構想」
　　　　　　　　　　宇都宮徹壱、宮明透、守屋実

2009.3.21. 那智勝浦町体育文化会館
日本サッカー史シンポジウム　「中村覚之助と日本サッカーの夜明け」
　　　　　　　　　　牛木素吉郎、森岡理右、山本殖生、中塚義実

2009 2010.2.6. ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ
東京シンポジウム　「日本サッカーの始祖　熊野の中村覚之助」
　　　　　　　　　　中村統太郎、真田久、加藤弘、中塚義実

2010.3.6. 青学会館ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾙ
公開シンポジウム2009　「2019ラグビー・ワールドカップ日本大会を語ろう！」
　　　　　　　　　　岩渕健輔、直江光信、島田佳代子

2010 2011.3.5. 堺市立ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ
公開シンポジウム2010＝デンソーシンポジウム　「育成期のサッカーを語ろう！」
　　　　　　　　　　上田亮三郎、松田保、黒田和生、関塚隆

2011 2012.3.4. 味の素スタジアム
公開シンポジウム2011　「『高校サッカー90年史』を語ろう！」
　　　　　　　　　　北原由、牛木素吉郎、賀川浩、中塚義実

2012 2013.3.23. 臼杵市民会館小ホール
サロンin臼杵　「竹腰重丸を語る」
　　　　　　　　　　浅見俊雄、牛木素吉郎、吉田稔、中塚義実

2013.3.30. テバ・オーシャンアリーナ
公開シンポジウム2012　「U-18フットサルを語ろう！」
　　　　　　　　　　松崎康弘、大立目佳久、岩本芳久、中塚義実

2013 2014.3.30. 筑波大学東京キャンパス
公開シンポジウム2013　「スポーツクラブの法人化を語ろう！」
　　　　　　　　　　賀川浩、黒崎祐一、水上博司、中塚義実

2014

ササロロンン22000022公公開開シシンンポポジジウウムム一一覧覧（（22000011～～22002211））

サロン2002のNPO法人化準備のため公開シンポジウム開催せず

2015 2015.7.4. 筑波大学東京キャンパス
公開シンポジウム2015　「スポーツで“ゆたかなくらし”を！」

村松邦子、山口拓、小林洋平、岸卓巨

2016 2016.12.17. 桐陰会館
公開シンポジウム2016　「日本サッカーのルーツを語ろう！
　　－東京高等師範学校の足跡を中心に」　真田久、賀川浩、牛木素吉郎、中塚義実

2017 2017.8.27. 桐陰会館
20周年記念シンポジウム　「Before2002、After2020
　　－スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”を目指して」

仲澤眞、宇都宮徹壱、鈴木崇正、中塚義実

2018 2018.9.17. 桐陰会館
公開シンポジウム2018　「部活動を語ろう！－高校サッカー百年を機に」

中澤篤史、中小路徹、嶋崎雅規、中塚義実

2019 2019.7.14. 桐陰会館
公開シンポジウム2019「ラグビーワールドカップ2019を語ろう！

　　－4年に一度じゃない、一生に一度だ！」薫田真広★、徳増浩司★、村田亙★、嶋崎雅規

第1部：長野県千曲市ほか
オンライン(ZOOM)

公開シンポジウム2020「With/Afterコロナ」の時代に向けて
　　－コロナ禍でみえた“ゆたかなくらし”の新しいすがた
　　第1部　「イベント」を中心に　　　宇都宮徹壱、土谷享、本多克己、中塚義実

第2部：東京都文京区ほか
オンライン(ZOOM)

公開シンポジウム2020「With/Afterコロナ」の時代に向けて
　　－コロナ禍でみえた“ゆたかなくらし”の新しいすがた
　　第２部　「新しい日常」を中心に　　　田中理恵、春日大樹、岸卓巨、中塚義実

2021.11.3. オンライン(ZOOM)
公開シンポジウム2021-1「安心・安全なサッカーを目指して
　　－育成年代でのヘディング習得のためのガイドラインを中心に」

中山雅雄★、石堂典秀★、椙山正俊★、関秀忠

2021.12.11. オンライン(ZOOM)
公開シンポジウム2021-2「JFA100周年　2021年の総括と展望
　　－TOKYO 2020、WEリーグ、そしてコロナ後へ」

賀川浩、加藤寛★、川島健司★、中塚義実

注１）

注２）

注３） 「竹腰重丸を語る」は、サロン2002が主催する「サロンin臼杵」として開催。臼杵市、臼杵市体育協会、臼杵市教育委員会、日本サッカー
史研究会、一般社団法人東大ＬＢ会、ビバサッカー研究会、臼杵市サッカー協会、社団法人大分県サッカー協会の後援、また地元の多
くの企業の協賛を得て開催した。

2021

2020 2020.12.13.

「日本サッカー史シンポジウム」は、筑波大学蹴球部同窓会茗友サッカークラブと日本サッカー史研究会が主催し、サロン2002が協力。
「東京シンポジウム」は、熊野三山協議会主催、サロン2002は共催した。

「デンソーシンポジウム（2010公開シンポジウム）」は、株式会社デンソーの特別協賛のもと、(財)日本サッカー協会、全日本大学サッ
カー連盟、デンソーカップ実行委員会とサロン2002が主催した。



・オンライン月例会
・第５回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ
・クーベルタン－嘉納ユースフォーラム 2020
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公開シンポジウム
「With/Afterコロナ」の時代に向けて
－コロナ禍でみえた“ゆたかなくらし”の新しいすがたー
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この広報誌はスポーツ振興くじ助成を受けて製作されています。

サロン2002ファミリーの約束（2022年 2月22日）

◆サロン 2002ファミリーとは
　スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”を“志”に掲げる、特定非営利活動法人サロン 2002（NPO
サロン 2002）が運営するネットワークです。「サロンファミリー」と呼ぶこともあります。
“志”に賛同する方であればどなたでもファミリーの一員になることができます。
◆サロン 2002ファミリーになるには…
１）個人情報の提供
　連絡を取るための以下の情報を事務局にご提供ください。
　・氏名　　・Eメールアドレス　　・住所　　　注）電話番号は任意です。
２）会費の納入
　年会費 4,000 円（学生は 2,000 円）をご入金ください。
◆サロン 2002ファミリーになれば…
１）“同志”とつながることができます
　 　年齢、性別、国籍、身分や立場など、あらゆる壁を超え、“志”に賛同する方々が集まるのがサロン 2002
ファミリーです。“同志”とのつながりは、このネットワークの最大の財産です。

　　互いをリスペクトしながら、このネットワークを活かしてください。
２）情報が得られます
　　・ 月例サロンの情報などが、「メールニュース」として送信されます。
　　・  公式メーリングリストに登録され、月例サロンの情報などが「サロン 2002通信」として定期的に送

信されます。“同志”であるサロン 2002ファミリーへの情報発信も可能です。
　　・  サロン 2002ファミリー限定の Slack に登録することができます。Slack 内で互いに自己紹介し、ト

ピックごとに意見交換をすることができます。
３）NPOサロン 2002主催事業の参加費が優遇されます
　　・  月例サロンは参加費 1,000 円（オンラインの場合 500円）必要ですが、サロン 2002ファミリーは

無料です。
　　・  公開シンポジウム等、NPOサロン 2002が主催する事業における参加費が優遇されます。
４）NPOサロン 2002主催事業に関わることができます
　 　NPOサロン 2002では“志”の実現に向けて様々な事業に取り組んでいます。それらの事業にスタッフと
して関わることができます。

◆サロン 2002ファミリーを継続する／退会するには…
　サロン 2002ファミリーは年度単位のメンバーシップ制です。年度の途中で入会される場合、年度末まで有
効です（1～ 3月のご入会は翌年度末まで有効です）。年度ごとに継続・退会の意思確認をさせていただきます。
継続される場合は、3月末日までに翌年度分の会費をご入金ください。退会される場合はその旨を事務局にご
連絡ください。

　サロン 2002ファミリーはゆるやかなネットワーク組織です。“志”の実現と“組織”の充実のために、ファ
ミリーには、サロン 2002に対して、また社会に対して“Give and Take”の姿勢を求めます。



参考：サロン 2002の“歴史”“志”“会員”について
　サロン 2002 の活動は 1997 年度に始まりました。2000 年 4
月 1日の設立宣言には“歴史”“志”“会員”が記され、いまでも
サロン 2002の根底にある思想として生き続けています。
　2014 年 5 月 31 日の設立総会で特定非営利活動法人サロン
2002 が生まれました。前文には「スポーツを通しての“ゆたかな
くらしづくり”に貢献できるよう、“志”に賛同する仲間のネット
ワークを広げ、深めていくとともに、それを基盤としてさまざまな
社会問題に対応したスポーツ関連事業の主体として積極的に取り組
んでいけるよう」設立されたことが明記されています。
同法人が運営するネットワークが「サロン 2002 ファミリー」

です。“志”に賛同し、“Give and Take”の気持ちを持つ人なら、
いつでも、だれでも入会できます。
NPOサロン 2002 の運営に携わる、本法人の「正会員」、およ

び「賛助団体」も募集しています。
定款から当該箇所を引用します。

サロン 2002設立宣言（2000年 4月 1日）
我々は、以下に「サロン 2002の“歴史”」、「サロン 2002の“志”」
及び「サロン 2002 の“会員”」を述べることにより、ここにあら
ためてサロン 2002の設立を宣言する。

【サロン 2002の“歴史”】
サロン 2002 は、社会学、心理学等の専門的立場からサッカーの
分析・研究・報告に従事していた「社・心グループ」（財団法人日
本サッカー協会科学研究委員会の研究グループの一つで、1980年
代後半からこの名称で活動）を前身とし、1997年からは研究者と
いう枠にとらわれない、幅広い人材によって構成されるゆるやかな
情報交流グループ「サロン 2002」として活動を行ってきた。

【サロン 2002の“志”】
サロン 2002 は、サッカー・スポーツを通して２１世紀の“ゆた
かなくらしづくり”を目指すことを“志”とする。年齢、性別、国
籍、職業、専門分野、生活地域などを超えた幅広いネットワークを
築き上げ、全国各地にサロン 2002 の“志”の輪を広げ、大きな
ムーブメントとなることを目指す。
サロン 2002 の“志”を実現する上で、2002 年 FIFA ワールド
カップ韓国／日本大会は大きな節目であると認識する。国内外の
様々な人々と協力しながら、この世界的なイベントの“成功”に貢
献するとともに、同大会後の“ゆたかなくらしづくり”のためにで
きることを考え、行動する。

【サロン 2002の“会員”】
サロン 2002 は、前項の“志”を同じくする人たちのゆるやかな
ネットワークである。
サロン 2002 の“志”に賛同した個人であれば、誰でも、“会員”
となることができる。ただし会員は、サロン 2002からの“Take”
を求めるだけでなく、サロン 2002 に対して、また社会に対して
何が“Give”できるかを常に考え、“Give and Take”の姿勢でい
るということが前提である。
サロン 2002 は、会員に対して短期的な成果は求めない。長い目
で見た“Give and Take”の関係が成り立っていればよい。即座
のアウトプットが困難であっても、いずれ何らかの形での“Give”
を考えている人なら“会員”となることができる。

特定非営利活動法人サロン 2002 定款「前文」
（2014年 5月 31日）

日本のスポーツは、学校を中心に世界に類を見ない発展を遂げて
きた。しかし、その反面、教育的
意義のみが過度に強調され、勝利至上主義や特待生問題、あるい

は「体罰」問題など、閉鎖社会ゆえの諸問題や組織疲労が起きている。
一方、社会に目を向けると、東日本大震災からの復興、ライフワー

クバランスの充実、社会的弱者の支援など、取り組まねばならない
課題が山積している。
本来スポーツは「遊び」であり、「楽しみ」や「気晴らし」を意味

するものである。私たちは、スポーツには、さまざまな社会問題を
解決する潜在的な力があると信じている。また、社会問題と接する
ことによってスポーツの持つ可能性が広がり、文化としてのスポー
ツが人々のくらしの中に根付くようになってほしいと願っている。
私たちは、2002年 FIFAワールドカップ韓国／日本大会を契機と

し、サッカー・スポーツを通じた21世紀の“ゆたかなくらしづくり”
の実現を“志”として、スポーツ文化研究会「サロン 2002」を設
立した。年齢、性別、国籍、職業、専門分野、生活地域などを越え、
全国各地にサロン2002の“志”の輪を広げ、“志”に賛同した人々
が、その実現に向けて自発的に行動することにより、社会を変える
大きなムーブメントとなることを企図してきた。
スポーツを通しての“ゆたかなくらしづくり”に貢献できるよう、

“志”に賛同する仲間のネットワークを広げ、深めていくとともに、
それを基盤としてさまざまな社会問題に対応したスポーツ関連事業
の主体として積極的に取り組んでいけるよう、特定非営利活動法人
サロン2002を新たに設立する。

特定非営利活動法人サロン 2002 定款「第 2章　会員」
（種 別）
第６条　 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非

営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。
　(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
　(2) 賛助団体 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体。
（入 会）
第７条  会員はこの法人の定款前文及び目的に賛同し、主体的な役

割を果たそうという意思を有するものとする。
２　 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会

申込書により、理事長に申し込むものとする。
３　 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限

り、入会を認めなければならない。
４　 理事長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなら
ない。

（会費）
第８条　 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければな

らない。
（会員の資格の喪失）
第９条　 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失

する。
　(1) 退会届の提出をしたとき。
　(2)  本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団

体が消滅したとき。
　(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。
　(4) 除名されたとき。
（退 会）
第 10条　 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、

任意に退会することができる。
（除 名）
第 11条　 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に

より、これを除名することができる。
　(1) この定款に違反したとき。
　(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
２　 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に

当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
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・月例サロン
・第 6 回 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ
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・JFA100周年とこれからのサッカー環境
・TOKYO 2020をめぐって－オリンピズムと国際交流

・日本初の女子プロサッカー「WEリーグ」
・安全で安心なスポーツのために
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