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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
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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）


