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第一部 

 

松永： 

おはようございます。本日も朝早くお集まり頂きまして誠にありがとうございます。 

司会を進行させて頂きますサポーターカンファレンス運営委員会の松永と申します。よろしくお願いいたします。 

最初に、式次第につきましてご説明申し上げたいと思います。この後クラブの皆さまからお話を頂戴します。そのあと、

10時25分を目処に一旦質疑応答をさせて頂きます。その後11時10分から休憩に入りまして、11時20分から主に

強化について、またクラブよりお話を頂戴いたします。次に11時半から再度主に強化についてのご質問、QAを開催

したく思います。最終的には12時ちょうどに終了を予定してございますので、皆さま運営につきましてもどうぞご協力の

ほどお願いいたします。 

次に、ご来場頂きました今日はクラブの皆さまをご紹介したいと思います。まず代表取締役下川様でございます。 

 

下川： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

右の方になります。ゼネラルマネージャー唐井様でございます。 

 

唐井： 

おはようございます。 

 

松永： 

皆さまから向かって右側になりますが、取締役事業部長大友様でございます。 

 

大友： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 



松永： 

最後に皆さまから向かって左側になりますが、強化部長の丸山様でございます。 

 

丸山： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

本日は4名様にご登壇頂きまして、ご説明させて頂きます。 

合わせまして、3名の事務方の方にもご来場頂いておりますので、ご紹介させて頂きます。 

運営プロモーション課課長田口様でございます。 

 

田口： 

よろしくお願いします。 

 

松永： 

広報商品企画課課長近藤様でございます。 

 

近藤： 

よろしくお願いします。 

 

松永： 

総務部長佐々木様でございます。 

 

佐々木： 

よろしくお願いいたします。 

 

松永： 

それでは早速ですが会に入らせて頂きたいと思います。 

最初にクラブ側からご挨拶を頂戴したく思います。下川社長よろしくお願いいたします。 

 

下川： 

皆さま改めまして、あけましておめでとうございます。本当に昨年は大変お世話になりました。 

クラブもちょうど株式会社を設立して、今年で10年目を迎える節目の年となります。そういった覚悟をもって今年は望

んでいくわけですが、まずは昨年、結果的には16位という結果でJ2復帰2年目を終わらせたわけですけれども、思い

思いに去年の事を振り返った時に、サポーターの皆さまが感じたこと、そして私たちクラブ側が感じたことがたくさんあっ

たと思います。実は私は、カンファレンス今年で5回目ですけれども、出てきていつも感じるのは人が少ないなっていうの

を感じていました。ところが今日はたくさん来て頂いて、色々な意見をたくさん言ってくれるのかな。またクラブに対しても

っとこうしてほしいとか、ああしてほしいという意見をいっぱい聞けるのかなと思って楽しみにしていますので、是非私たち

に色々なことを投げつけて頂けるとありがたいな、と思っています。日曜日で、そしてもうシーズンがもうすぐ始まるという

中で、こうしてお会いして皆さま方とまた1年間戦えることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 

 



松永： 

下川社長どうもありがとうございました。それでは続きまして、2017年シーズンを振り返りと2018年シーズンの展望に

つきまして、唐井ゼネラルマネージャーと大友事業部長より、ご説明を頂きたいと思います。最初に唐井様からお話を

頂きます。 

 

唐井： 

おはようございます。2017年のシーズンの振り返りということでございますが、今社長の方から皆さまへも既にご案内の

ようにJ2リーグ2シーズン目を16位という成績で、残留から定着という目的は達成できたということで、早い時期に残

留を決めてくれたという意味では現場はよくやってくれたと評価させて頂いております。毎年Jリーグは経営情報の開示

ということで、経営の数字を皆さまにも公開しているかと思いますが、J2リーグ1年目の年である2016年度について

は、6億2600万円という経営規模でございまして、J2の中では一番小さなグループに入ります。いわゆる強化費と言

われるチーム人件費は2億4000万円ということで、J2で最小の規模でございましたことはもうすでに公開をされており

ますので、皆さまもよくお分かりかと思います。そういった中で相馬監督以下、よく皆さまもご支援頂けていますからお

分かり頂けるように、一体感のある最後まで諦めないサッカーを2016年も2017年もやり続けてきた結果が2016年は

プレーオフ圏内に勝ち点では届くところまで戦い、昨年度は16位ということで成績的には皆さまも下がってしまったなと

言う印象というか、実際に下がっているわけですが、中身のところを見ると私たちは去年の2シーズン目は非常に難し

いシーズンになると思っていました。1年目はゼルビアの良いところ、チャレンジ精神を持って強い相手に挑んでいくとい

う良いところが存分に、特に前期のところではまだ研究もされていないので存分に発揮できたシーズンでございました。

夏以降はなかなか勝てなくなって、最後に3連勝して2017年シーズンに臨んだわけですが、2017年シーズンは私もも

うこの業界長いものですから相手の監督さん達に直接聞いたりすると、やっぱり町田は面倒くさい相手だと言われるん

ですね。相手にとって嫌がることをやってくる、一言で言うと非常に面倒くさい相手というような表現をされていまして、

実際今年も湘南と長崎が上がったわけですけれども、曺貴裁さんと高木さんは、試合をやった相手としては一番強か

ったということを、お世辞も含めてでしょうけれども、実際に歯ごたえのある相手としては一番あった、というようなことも

おっしゃって頂けています。一方でなぜ16位だったかというと、強きをくじき弱気を、と言いますか、このJ2は厳しいリー

グですので、絶対に勝てる相手というのはないわけです。あの名古屋グランパス、40億ですね、うちが6億だとすると、

名古屋グランパスのような巨大な相手にもロスタイムまで粘ったり、その前のシーズンも30億を超える去年二冠を獲っ

たセレッソ大阪のようなJ2に居てはならないクラブさんにも、アウェイで3-1で勝つとか、そういった意味で強い相手に

堂々とチャレンジして力を発揮するというスタイルはある程度確立できたと思いますが、本当の意味での自力というと、

やはり確実に勝てる相手に勝たなければならない。そういう意味では去年はしぶとい戦いは出来ても、勝ち切れるか

というところはすごく懸念を抱いておりまして、やはりその通りであっては困るのですけれども、引き分けの数が17というこ

とで、42試合のうち17も引き分けてしまったこと。これを今シーズンは勝ち切るための編成を目指して取り組んではお

りますが、研究をされて勝ち切れるかというところは、このクラブがさらに残留、定着、また今年は更なる夢に向かってと

いうことで、2020年に向かってJ1を目指せるかどうかという非常に大切なシーズンになる中で、やはり現場は今までど

おり相馬監督5年目ですから、さらに今まで以上に今のやり方を信じて、なおかつクオリティを上げていく。勝ち切るた

めの個人の能力という部分であったり、それから戦術的にもさらに高めていくということで取り組んで参ります。 

そして私どもクラブの方も、経営規模が小さなグループと言っていては、このままではJ3のビッククラブとまずまず同等な

わけです。今でいうと長野さんとか北九州さんがJ3におられますけれども、実際の経営規模としては私どもの規模もま

だまだ同じような規模でありますから、やはりここも現場とフロントということで両輪となって、本当にJ1を目指せるのか

どうか大切なシーズンになると心得ております。また一方で、皆さまに集まって頂いてJ1を目指すというのは他人事で

はなくて、私どもクラブが経営規模を大きくしていくためにはまず観客動員が大事なわけです。 



よく言われる2012年度の同級生と言われる松本山雅さんは既にJ1も経験し、2016年度はJ2でありましたけれども

19億3500万円という、もう20億の規模になっているんですね。松本山雅さんに至っては、エプソンというナショナルブ

ランドがついているにも関わらず、実はエプソンさんが5億も10億も出しているわけではありません。その収益構造を見

ていくと、彼らは観客動員で1万4千人平均、5億2,000万円余りのチケット収入を得ているんですね。これはもちろ

ん興行でありますから、チームのパフォーマンスという商品のクオリティを上げていくことも当然の努力でありますし、チケ

ットを魅力あるものにして皆さまに買って頂くといった経営努力も大切なわけですけれども、実は松本山雅さんは社会

現象になってしまったわけです。JFL、J2と上がってくる中で、残念ながら町田は、ここにいらっしゃっている皆さまには

当然毎年毎年大変なご支援を頂いているわけですけれども、やはりまだ社会現象にはなっていない。チケットの売り

上げが2016年度では9200万円でした。一方松本山雅さんは今申し上げたように5億2,000万円であり、もう既に5

倍6倍になろうかというほどチケットを売っておられ、2012年の同級生と僕らが言っているうちにもうとっくに高いレベルへ

行ってしまわれて、しかもそれは皆さまがスタジアムに来て頂ける、そのチケット収入がベースになって、営業収入、スポ

ンサーさんも満員の観客、満員のスタジアムをひとつのコンテンツと考えて頂いて、そのご支援のスポンサードも増やし

て頂いて、今やJ2でも19億の規模、J1では20億という、そういう規模の会社になっているが実態でございます。また

2016年度で言いますと、僕らも再チャレンジをさせていただいた時の同級生というと山口さんですけれども、山口さん

もこれも社会現象になってしまって、フロントの皆さまは「なんでチケットが売れているのかわからないんですよ」と。それ

が社会現象なわけです。売ろう売ろうとして仕掛けて売るというのも大切なことではありますが、都会型でいうとフロン

ターレさんもそうですけれども、非常に地道な努力ももちろんやっていらっしゃるけれども、やはりそういう社会現象、サッ

カーが好きな方じゃなくても野津田に一度観に行ってみよう。行ってみたら「面白い、もう一回行こう」と。もちろんこち

ら側のこともありますが、やはりJリーグには観客動員に関する王道というのはなくて、今ここに来て頂いている皆さま

が、何度もしつこく言いますけれどもプラスワン、プラスワン、プラスワンということで、もうひと方ずつ連れてきて頂いてい

ることによって、浦和レッズだったり、松本山雅だったり、ああいう満員のスタジアムになっております。 

今日は正直に数字の話をさせて頂いている一方で、また皆さま方への是非またご協力、お約束して頂きたいのは、

皆さま方の自分事でもありますということで何とか観客動員を増やすこと。それは何故かと申しますと、実は現時点で

は僕らはJ1クラブライセンスを持っていないのですが、Jリーグの幹部の方も少し姿勢が変わってきておりまして、いわゆ

るクラブライセンスというのは二つの柱がありまして、一つが経営ですね。そしてもう一つが既に皆さまご案内のように施

設です。この二つが大きな柱なのですが、経営の方も三期連続赤字だったら落とす、というところが少し今見直されつ

つあるのは、新聞か何かにも出ているかと思います。それからスタジアムについても、昨年J3で秋田さんが優勝しまし

たがJ2に上がれませんでした。これは特に（副理事長の）原博実さんはFC東京の監督もおやりになっていましたか

ら、競技レベルで優勝するというのは大変なことだということがわかっていらっしゃるので、優勝したクラブがスタジアムの

ことで上がれないのはどうか、ということが、既にJリーグの中でも議論が始まっています。そこで、秋田さんに至っては

2019年3月に完成予定の計画が今着々と進んでいるわけです。2月に補正予算を組んで工事に入り、いわゆる今

の八橋の競技場の改修ですけれども、そうなると今年の6月には正々堂々とJ2ライセンスを申請できることになりま

す。それだけきちんとした計画があるにも関わらず、昨年優勝しても上がれなかったということは一体どうなのかという議

論が、実際に始まっています。まだまだ内部の会議ではありますが、JFA、Jリーグの公式の会議の中で、原博実さん

だけじゃなく、木下理事というクラブライセンス専任の理事の方もそういう発言を内部の公式の会議では出ているとい

うことで、今年相馬監督とも相談の上、チームとしての目標としてプレーオフ圏内を目指すというのはそういう意味もご

ざいます。僕らは常に6位以内にいること、それからやはり競技レベルでいくら頑張ろうと思うとも、満員のスタジアムは

常にあるという、それが一方での後押しになって、僕らはそれを信じて戦い、ルールを緩和して頂いてプレーオフは出る

んだぞということで、まだ約束も何もされていない状況ではありますが、そういうことで現実を変えてきたのが2011年の

時の昇格決定だったと思っております。 



ですから、やはり皆さまが本当に自分事として思って頂き、1人1人連れてきて頂いて常に収容率の高い状態にして、

今の野津田が常に7,000人、8,000人入っている中で6以内をキープしていれば、必ずやプレーオフというものを認め

ていただけると信じて、また信じるだけではなくてもちろん事務局に働きかけ等の取り組みはしているからこういう話がで

きるわけでありますけれども、まずそういったことに挑戦したいなと思っていますので、ぜひぜひ皆さまもプラスワン、プラス

ワン、プラスワンということで、野津田をいっぱいにすることが非常に意味のあるシーズンになりますので、是非自分事で

取り組んで頂ければというお願いも今日は兼ねております。また原博実さんの話になってしまいますが、原さんはスペイ

ンが大好きでスペインにもよく行ったり、ラ・リーガの解説をおやりになったりされているのはご存知だと思いますけれど

も、実はあの乾君のエイバルは、ラ・リーガをよくご覧になっている方はお分かりだと思いますが、（ホームスタジアムの

収容人数は）7,000人収容なのです。また、ラ・リーガのクラブライセンスの基準は15,000人なんですね。そうすると

乾君のエイバルは（ラ・リーガで）Jリーグの事務局でしたら出来ないわけです。ただ、そういうルールが厳然たるルー

ルがあってもエイバルの場合は5,000席を7,000席に、2,000席を拡張した努力、15,000席には届かないけども何と

かしようとした努力、あとはラ・リーガの場合は放映権の莫大な金額が入ってきますから、経営という心配がないにして

も実際にそういうことが行われている。あるいはドイツの場合は、秋田さんのようなきちんとした将来の計画がある場合

には、競技レベルで基準を満たしたときにそこで上げてしまう。その代わりその何年かに渡る施設の拡充計画が確実

に進行しているかどうかの監査は実施するわけですけれども、そういうことで100年以上の歴史のあるプロ中のプロのヨ

ーロッパでさえもそういう状況ですから、少しJリーグの今の基準は厳しすぎるのではないかというような議論は始まって

おりますので、あとは我々現場が準備をしっかりして、クラブを支援して頂いている皆さまには是非野津田を常にいっ

ぱいにすると。そういうことでJリーグを動かしていく。それは、今平均4,000人、5,000人ということでございますから、お

一人ずつ連れてきて頂ければという数字になるわけですから、是非是非年末にはプレーオフを野津田で戦えるよう

に、皆さまのお力を借りて、一緒になって勝ち取れればというふうに思っているところでございます。 

具体的は強化方針については丸山からまた説明いたしますが、今常々2020年を、オリンピックイヤーをターゲットイヤ

ーとして僕らは成長していこうと。言うならばそこでJ1ライセンスは取りつつチームもJ1に上がろうと、いうような事でやっ

ておりますので今年は若い選手、2020年の東京オリンピック世代も借りている選手もいるんですけども、橋村龍ジョセ

フ、渡辺健太も含めて5名、東京オリンピックに間に合う世代がおりますし、平均年齢もだいぶ下がってはおりますの

で、少し先を見ながら、夢に向かってというような編成になっているかと思います。私も今トレーニングを見ながらワクワ

クしておりますので是非皆さまも開幕に向けて盛り上げて頂いて、ホームゲームは大宮、甲府、山雅といいのが３つ

続きますから、相馬は頭を抱えていますけれども、是非是非盛り上げて、戦って、勢いをつけていきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

（会場拍手） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。一部未公開の情報もありますが、次に大友さんからではよろしくお願いいたします。 

 

大友： 

お疲れさまです。いま唐井の方からあったことがほとんどではありますが、事業ということから言いますと2016年、2017

年と現場に助けられたシーズンだったのかなと思います。というのは観客動員が減ってしまったという部分、言い訳は

多々あるんですけれども、雨が降ろうがお客様を入れなければいけないのが我々（の役割）ですので、そこはお客さ

んが減ったなかでも、選手が（J2に）定着というところの目標を達成したという部分では、事務方がまだまだ努力し

なければいけないなと感じた2017シーズンでした。また2017シーズンの冒頭に、もっともっと街に出ていきますということ

もあったかと思うんですけれども、なかなかそれを見せることができませんでした。それは事務方の設えの部分も非常に

大きいと思っております。現場の選手を出すときはしっかりと設えができる状態を持っていくべきですが、昨年は設えが

後手に回り出来なかったというような課題が残りました。 



選手が来たのはいいけど、ホームタウンで（集まった人が）二人でしたとか、そういう状況は絶対に作りたくなくて、選

手にも笑顔で対応してもらいたいという部分に関しては、やはり設えをしっかりしたいなというところを少し昨年まだまだ

やりきれなかったのかなと感じております。2017シーズンは今月末で終わるわけですけれども、おそらく黒字で着地する

ことができるであろうと見込んでおります。来シーズンに向けては、唐井も現場と事務方の両輪だと申しておりましたけ

れども、改めてそこの部分を強く意識して、我々がピッチで選手が感動するプレーを皆さまに届けることができるよう

に、スタジアムの雰囲気を作ってきたいと思っておりますし、またしっかり街に出ていくと。昨日も新加入の選手がお披

露目ということで、なかなかこういう時期にそういう姿を見せることはできなかったんですけれども、しっかりひとつひとつ実

現できているのかなというふうに思っています。この活動をどんどん続けて、街の商店街のおじさんが、あの選手が来た

からね、だからちょっと（試合に）行こうかなって思えるようなそういう状況を我々も作って、そして皆さまもプラスワンで

お声掛けしやすいような環境を作っていければと思っておりますので、また2018シーズンもよろしくお願いいたします。 

 

松永： 

ありがとうございました。それでは早速ですが質疑応答に行きたいと思います。11時10分位までを予定してございま

す。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。  

 

サポーターA： 

おはようございます。よろしくお願いいたします。去年の平均入場数を7,000人という数字を目標として掲げられていた

かと思います。でも実際は4,000人ちょっとということで大きく減らしてしまったわけですけれども、村井チェアマンなんか

はよくPDMCAなんてことをおっしゃいますけれども、7,000人という目標に向かってどのような計画があったのか。実行

に至って正しく実行できたのかなということと、減らしてしまった原因が何なのかと。そういったところを少し深堀りして聞

かせて頂けたらと思います。 

 

大友： 

座ったままで失礼いたします。目標の平均観客数を作る時には、ホーム全試合でこの試合何名、この試合何名と積

み重ねていって数字を作ります。7,000人平均という部分に関しましては、昨年のJ2を超えていこうというスローガンの

もと、J2の平均観客数を超えていくというのを目標にということで取り組んできました。お客さんが減った原因っていうの

がわかれば改善はしていけるとは思うわけですけれども、駐車場の問題なのか、というところは毎年議論になるところで

すし、確かに雨が降ってもという話もしましたけれども、ホーム10試合で雨が降る中で雨に濡れても来て頂けるお客さ

んを増やすことができなかった。ではその答えが何なのかいうと、毎年わからないというか、いろいろなことを試しながらや

っていたりします。逆に無料に、招待にしたらお客さんが来るのかというとまたそうでもないですね。ということになると、

我々事務方からすると少しホームで勝てなかったからなのかな、とかいろいろな要因があるんだろうなというふうには感

じております。ホームゲームの集客ができず選手の後押しができなかったのであれば我々の責任です。アクセスの問題

を優先的に考えているということであれば、町田市と近隣の施設の駐車場が使えないかとか、そこからピストンバスを

出せないかとか、そういうようなことは話をしているところです。逆にこれが決め手だというようなことが、我々が気づかな

かったりする場合がありますので、もしそういうところがあればまたご指摘を頂ければと思っております。2017シーズン観

客数が減ってしまったわけですけれども、それを見越したわけではないですけれども厳しいシーズンになるという予想は

あって、チケットの値上げをやらせて頂いたりはしております。その部分は結果的には経営的には良い方に向いたなと

いうような部分ではあります。答えがなかなか出ないご質問だと思いますので、今答えたことに対してまたもし何か質

問が頂ければと思います。  

 



サポーターA： 

前年の5,000人に対して2,000人を増やすということが必要だったかと思いますが、それについての計画、先ほど唐井

さんがおっしゃっていたような友達を連れてきてくださいということだけだったのか。その他に色々とあったのかというところを

教えてください。 

 

大友： 

各試合でそれぞれの企画を打っているのは平均観客数、目標とする1試合の観客数に繋げるための企画を打っては

いたわけですけれども、それが響かなかった。もしくは本当に雨が降ってしまったというところは悔しいなというところはあり

ます。結果、雨が降ってその試合外のイベント等も中止になることも多くて、そんな雨の中でも来て頂いたお客さんが

じゃあもう一回来ようかとなったのかどうかというところは、特に新規のお客さんに関してはどう思われたのかなというとこ

ろは心配事ではあります。帰りのバスの乗車のやり方を変えてみたりというところは行政と取り組んでおり、バスの台数

も限られておりますので劇的に変わるわけではないですけれども、どうにか待ち時間をなるべく無くせないかとかというこ

とはやっておりました。ですので、計画という部分に関しまして申し上げますと、団体を呼ぶであるとか、この試合はこの

企画で人を呼ぶというようなことは実施した上で、その集客の目標を達成するためにホームゲームを行ったというような

ところではあります。 

 

唐井： 

うちの観客の動向をご覧になって頂けると、サッカーを、ゼルビアを応援してくださっているコアな方は3,000人ぐらいと

見込んでいます。実は8,000人、10,000人を僕らがその計画をする時に、それは相手さんの動員力に実は頼ってい

るというのは実は皆さまも毎試合のように来て頂いているから、セレッソさんであるとか、松本山雅さんであるとか結局

相手の動員力に頼って10,000人、8,000人以上を目指すというのが実態でございます。なので、そこをもう一度プラ

スワンという、皆さま来てくださいという原点に返って、チケット担当の田口の方では、どぶ板作戦というのか、野津田と

か図師とか競技場周辺の所の皆さまにもうひと息訴求して、2週間に1回は歩いて行ける距離でございますから、そこ

の皆さまを掘り起こしたうえで、野津田、図師、小野路での人口が実際3万人ぐらいいらっしゃるわけですね。従って

まだまだ掘り起こせるのではないかということで、これも今年の取り組みとしてもう少しきめ細かく、野津田競技場の周

りの所をしっかり深堀していきましょうということであったり、町田サッカー協会（MFA）さんとか、小学校の皆さまと協

力し合って、地道な活動の積み重ねしか結局はないということで、それに取り組みたいと今実際には動いております。

とはいえアウェイに頼っていたかというと、去年の名古屋戦を皆さまも思い出して頂きたいと思いますが、名古屋戦は

少し会社としてもそのアウェイのサポーター、ファンの皆さまに頼るのではなくて一生懸命やらせて頂きました。その結果

あの豪雨の中で6,000人来たというようなこともありますので、その集客施策を皆さまの立場ですと毎試合やれという

ことになるかと思いますが、そのアイデアをできるだけ平板にと言いますか、平均数をあげられるようなことで今、大友、

田口以下が取り組んでおります。昨年の大雨だとだいたい2,700人という実態があったかと思いますが、それが名古

屋戦では大雨でも6,000人来たということをもう一度としっかり分析して取り組みたいというふうに思っておりますので、

まだまだアウェイの集客力頼みの10,000席なのかも分かりませんけれども、本当にベースの町田の皆さまでそれこそ

7,000人、8,000人ぐらいに入るような所に行けたら、J1も見えてくるのかなと。実際にジュビロ磐田さんはJ2に落ちた

ぐらいの所から相当観客動員も落ち込んでいたんですけれども、去年あたりはもうヤマハスタジアムが13,000人、

14,000人で、あのスタジアムでもう13,000人、14,000人ですと満員なんですね。昨日もたまたまジュビロさんの事業

部長と話したんですけれども、シーズンチケットが7,500枚売れたそうです。ということはヤマハスタジアムの半分が、す

でにシーズンチケットで埋まっていると。だからそこまで頑張ればやれるわけなんですね。ジュビロさんもかなりのベテラン

の事業部長なんですけれども、新聞のチラシを30万枚配ったとかかつてはそういうことをやったわけですが、結局そうい

うことではなかなかリピーターに繋がらないと。もうその事業部長も25年もやっていますが、やはりしつこいようですけれ

ど、プラスワンということなんですね。 



今来ている方々がゼルビアを好きになって頂いて、一緒に行こうということで（連れて来て頂いて）、またその方たちリ

ピーターになる。これは結局、王道だということなので、もちろん僕らもいろいろな施策を練って取り組まなければならな

いと思っていますが、そこでどうやってもう一度来て頂けるようなことができるのかが、会社の取り組みだというふうに考え

ております。またご協力を頂ければと思います。 

 

松永： 

ありがとうございました。よろしいですか。それではその他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

サポーターＢ： 

おはようございます。本日はお忙しいところサポーターカンファレンス、フロントの皆さま、並びに有志の方々ありがとうご

ざいます。今お話があったことではありますけれども、リピーターの固定の観客、動員数という面のところになりますが、マ

ストが3,000人とおっしゃってはおりましたが、クラブゼルビスタの会員数についても、やはり増やしていかないといけない

と思っておりまして、実際3,000人と言う観客数＝ゼルビスタ会員数ということになるとは思いますが、2015年シーズ

ンまではホームページの方でクラブゼルビスタ会員数の表記をしていたと思いますが、2016年シーズンからは表記がな

くなって実態の方が掴めなかったのですが、おそらくは3,000人前後かなと思っております。そこで昨年、最終戦のプロ

野球ファン招待といった新規のお客さんを呼んでリピーターにしていこうという中で、クラブゼルスタ会員を増やすというこ

とが非常に重要になってくると思っていますが、クラブゼルビスタ会員を増やすという部分でどういった活動、働きかけを

クラブ側がしているのかというお考えをお聞きしたいと思います。 

 

田口： 

クラブゼルビスタを増やすという件ですが、ホームページでもご案内のとおり、今シーズンから少し内容を変えさせて頂い

て、皆さまに何か特別な体験を提供できないかということで進めています。具体的にはまだお出し出来ていないのです

が、こんな体験ができるんだったらクラブゼルビスタに入ってみようかな、と思って頂けるようなものを今シーズンの中で取

り組ませて頂こうかと考えております。 

また、昨シーズンも1ポイント（初回来場）で商品を差し上げるという特典を（クラブゼルビスタ会員の特典として）

ご提供させて頂きました。たぶん皆さまもモバイルチャージャーをお持ちで活用されているかと思うのですが、正直製作

にはかなりの費用が掛かりました。しかしながら、（会員数が）伸びたかというとそうでもなく、いろいろと検証した結

果、皆さまが求められているのは“モノ”ではなく、もしかしたら”体験”なんじゃないかと。昨今、”体験”というものを提供

して、皆さまに楽しんでいただくというような時代の流れにもなってきていますので、その辺りを大きくしていこうかなと今

年は考えています。 

 

大友： 

試行錯誤をしながら予算をかけてやってみたり、そうじゃないかもと考えてみたりということで、「じゃあゼルビスタに入ろ

う」 と思うことに対して、どこに強いフックがあるかということも、いろいろと検討しながらやっているような状況ではありま

す。もちろんクラブゼルビスタ会員が増えることで平均観客数も増えていくということは、目標と言いますか、そうしなけ

ればいけないと思っております。 

 



唐井： 

この場で私が話すと、どうしても皆さまにお願いばかりに聞こえるんですけれど、契約更改の時にベテラン選手達、私

が2020年、2020年なんて言うものですから、ハンジェなんかは歳を重ねているような状況の中で、ハンジェとか高原く

んあたりが、「街に出る」という意味を更に深めてもらっています。今年は本当にそういった主力クラスでも街に出ていっ

て、とにかくゼルビアが皆さまに好きになって頂く、認知して頂く、愛されるという存在になるべく、選手諸君ももちろんピ

ッチの上で、ホームで勝つことの重さは重々わかっている中でも、やはり観客動員も自分達がやらなきゃならないんだと

いうことをベテラン勢は言ってくれておりますので、また皆さまの目に野津田以外にも触れる機会をできるだけ増やし

て、練り歩きなんかもそういうことなんですけども街に出るということを、言葉だけではなくて本当に実践するという取り

組みを、今年は更にやりたいと思っております。それが昨日の団地にお披露目して頂いたこともそうですし、また皆さま

にご案内のように強力なホームタウン担当が一人入りまして、活躍するぞと手ぐすね引いて、存在感いっぱいで取り

組んでくれますので、その一人に頼っちゃならないんですけれども、選手諸君もそういうことで街に出ます、出たい、満

員にしたいということを言ってくれていますので、お願いばかりではないことをご理解頂ければと思います。こちらも努力

していこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

松永： 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

サポーターＢ： 

ありがとうございます。固定観客数、クラブゼルビスタ会員数、我々サポーターも頑張って増やせるように努力して参り

たいと思いますので、是非とも一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。 

 

松永： 

ありがとうございます。では次のご質問の方。 

 

サポーターＣ： 

今、集客という話になっていると思うのですが、田口さんの方も色んなことを体験的な感じということでお話されたと思

いますし、2017年においても「街に出てやりましょう」ということで結局出来なかったということだと思うんですが、川崎フ

ロンターレなんかも商店街とかそういった所を巻き込んで積極的に選手が出ているんですね。他のチームもそうなんで

すけれど、特にゼルビアについてはプラスワンということで、初めはそうだよねと思って確かにそういったことをしなきゃいけ

ない。そういったことで多少は増える。けれども、ここに集まった人がプラスワンしたところでたかが100人増えないんです

ね。そんなことに頼っているような会社ではいけないと私は思っていますし、体裁はいいかもしれないですけれど、それで

はまず集まらない。じゃあどうするかって言うと、私の知り合いで小学生がいまして、それがサッカーは嫌いだった子なん

ですね。野球が大好きで野球しかしていなかったんですけれども、お父さんがサッカー好きだということで連れられて浦

和レッズの試合を見に行ったんですと。その時に槙野選手に会ってですね、頭を撫でられたと。ただそれだけの体験で

サッカーファンになったんですね。私も実はゼルビアのことを10年前まで知りませんでした。小学校に確か運動会だった

と思うんですが、ゼルビアの選手が来てくれて「誰あれ？」という所から知ってですね、野津田に行って、当時は芝でし

たけれども、ピクニックがてらに行くというような感じで行ったんですね。そういった意味で、その体験的なところ、選手と

接するというところ。今年は街に出ていくということを言っていますけれども、街だけではなくて、野津田の方の近隣の方

も、というところもあるんですけど、リピーターを増やすということであれば、より体験できる、体感できる、そういったことが

すごく重要になると思っています。なの、受け身でやるのではなくて、やはり選手達にももっと積極的になってほしい。例

えば野津田で選手とすれ違うことがあります。スタジアムの中に入るときですね、歩いている時があります。挨拶をして

も挨拶しません。 



子ども達が近くにいても「よく来てくれたね」「今日の試合頑張るからね」と一言くらい声かけてあげればいいじゃないで

すか。一切ありません。選手達そのものが、試合に集中することは大事だとは思いますし、第一のファンサービスという

のは勝利なんですね。勝利をスタジアムに来てくれた人にあげる、これが一番のファンサービスなんですね。勝つから行

く、勝つところを見たいから行く。ハイタッチしたいから行く。そういった思いを持って集まってくれるわけですよね。そういっ

た体験ができるよ、そういった経験ができるよ、感動があるよとなれば、プラスワンなんて言わなくても周りで面白い体

験してみたい、観てみたい、そして雰囲気がよければリピーターに繋がる、ということだと思うんですよね。 

選手達にもゼルビア側のほうから是非言って頂きたいのは、もっと観客に対して、特に子ども達に対して、もっとフレン

ドリーになってほしい。笑顔ひとつ無いんですよ。それは子ども達にしたって、ふれあいサッカーというすごくいい企画もあ

るんですけれど、なかなか全員が参加できるわけでもありませんし、寂しい思いをして帰る子もいるわけですよね。ゼル

ビスタの中で人数を増やしました、ゼルビスタに入るとふれあいサッカーに優先的に出来ますということになれば、それも

ひとつの体感的な体験的なことを増やすということになると思います。なので、プラスワンだけに頼るのではなくて、もっと

広い視野に立って、他のチームが集客をどうやって上げてきたのか、山雅は地理的なもので特別なものもありますけれ

ど、より研究して、「わかりませんでした」ということだけではなくて、やってみてダメだったらしょうがないですけど、やりもし

ないでプラスワンを願うというのは、私は間違っていると思います。ですから、選手達には是非、フレンドリーになって集

客できる要素を増やして欲しいと思います。これは質問ではなくてお願いレベルです。 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

大友： 

まさにおっしゃる通りです。まず小学生、子ども達ですね。子ども達中心に良い思い出と言うか非日常と言いますか、

それをまずは外に出ていって、できればなるべく多くの小学校を選手と一緒に回りたいとは思っております。それを実現

すべく、校長会とかそういうところでもお願いに上がろうとは思っております。選手の部分に関しては、試合前は本当に

集中していたりする場合もありますので、そこもご理解頂きながら、例えばゼルビーランドにいる選手については非常に

笑顔でやってくれているとは思いますが、今頂いたご意見を改めてクラブでも共有していきたいという風に思っておりま

す。本当にプラスワンで頼っているだけではなくて、そういうのがまたプラスワンを呼ぶというような少し広い意味でも考え

ておりますので、その辺もご理解頂ければと思っております。 

 

唐井： 

貴重なご意見、ありがとうございました。大友も少し申し上げましたように、プラスワンというのは象徴的なお話でありま

して、仰っているようにそのお子さんにとっても初めていらした皆さまにとってもたった一回限りの体験ですから、そこで槙

野くんが頭を撫でて差し上げたっていうのが素晴らしいことなんですね。僕らも皆さまもそうだと思いますけど、やはりプロ

のアスリートと最初に接した時（の体験）がほぼ全てになってしまうので、それはまた今日のご提言をしかと受け止め

ていきたいと思います。また、おそらく試合前の選手達はバスで来てしまいますから、ゼルビーランドに出ている選手が

そのご挨拶を返さなかったというのは、それが悪気がなかったとは言え、その一回の体験でこういう厳しいご意見になっ

てしまうのが僕らの遣り甲斐のあるところであり、こういう仕事の宿命でもありますので、そこは今日のお話をもう一度

選手諸君にもフィードバックした上で、選手がそういうような印象になってしまったのは申し訳なかったわけですけれど

も、実は野津田はボランティアの皆さまがいつも笑顔でいてくださるということで、すごく評価の高い、ほんわかした良い

スタジアムだと言って頂けているので、そこにもし選手の対応がそういったことでご不快な思いをさせてしまったとしたら、

それはお詫び申し上げますし、僕らのまさに本意ではないので、もう一度選手会ともきちんと話を詰めていきたいと思

いますので、また引き続き応援の方、よろしくお願いいたします。 

 



松永： 

どうもありがとうございます。それでは次にご質問のある方。 

 

サポーターＤ： 

選手と触れ合って、観て、というのは練習に行っても試合でも見れるので、選手と一緒にサッカーをしたい、ボールを

蹴りたいというのが最大のコンテンツだと思います。ノジマステラの感謝祭に行って、田中陽子選手とミニゲームとかして

一生の思い出になりますし、広めるにも自慢になります。ゼルビアの選手の名前を言っても他の人は分からないので、

槙野選手だったら槙野選手とサッカーしたって言えるんですけれど、孝司選手とサッカーしたと言っても孝司選手って

誰って感じなので、そういうJ2の選手とサッカーができる機会があるんだよっていうのを、例えば僕なんかはエフマチとか

アンチエイジングとか参加しているんですけど、その時に一人でも、健太選手とPK対決とかあったら一緒に行こうよと

簡単に言えるし、そういうコンテンツが欲しいです。難しいかもしれないですけど、接触プレーとかあるので大人だと難し

いとは思うんですけれど考えて頂けると嬉しいのですが、難しいでしょうか。 

 

大友： 

J2のゼルビアの選手とボールを一緒に蹴れるという体験というのがご意見としてあるというのは承ります。ありがとうござ

います。大人と大人でやったりするとちょっと怖い部分もありますけれども、何かそういう機会が作れるようになればなと

思っております。PK対決とか面白いですね。 

 

サポーターD： 

インサイドのパス30回やるとか、そんなものでもすごく楽しい。 

 

大友： 

ホームタウン担当でもできますね。それ。（会場笑い） 

ありがとうございます。 

 

松永： 

それでは次にご質問のある方。 

 

サポーターＥ： 

本日はよろしくお願いいたします。こちらも質問ではなくて要望のような形なんですけれども、2点お願いしたいことがあ

りまして。一つは観客席で発生しているブーイングや野次についてなんですけども、ここ2年ほどフルシーズンで観戦し

ておりますが、昨シーズンはホームでの勝利が少なかった影響もあるとは思いますが、新規の観客が増える一方で

年々ブーイングや汚い野次の量が増えてきていると思います。私は、色々な席、自由席やメインスタンドで観戦しまし

たけれども、ゴール裏エリアを始め、メインスタンド席バックスタンド席など様々な席で発生しています。以前からクラブ

は少年サッカー由来の歴史を重んじて、ブーイングをしない文化を大事にしてきたと思うのですけれども、私自身もそ

の姿勢やブーイングのない観客席に魅かれて観戦を始めたんですけれども、新規の観客が増える中でクラブの文化、

背景、姿勢を知らない客層が増えてきていると思うんですよ。自由席であの親子連れやユースやスクールの子ども達

も多く観戦しているんですけれども、子ども達の間近でそう言った汚い言葉や野次が飛び交っているとやっぱり子どもに

悪影響を与えて、保護者の心象も悪くなるんですね。実際に私自身も他の周りの大人がやっているからということ

で、子どもが汚い野次を飛ばしたりブーイングしたりする現場を見たことがあります。私自身も生まれたばかりの子ども

がいるんですけれども、そういった理由から子どもを連れての観戦に妻が乗り気ではないんですね。 



もちろん観客席で起こっていることですから、私たちサポーター自身にも新規、古参を問わずクラブの姿勢、文化を伝

えるという啓蒙活動を怠っていた責任もあると思うんですけれども、しかしこのままですとメインターゲットにもなり得るラ

イト層である親子連れ、家族連れといった客層の新規獲得、リピーターの獲得にも繋がらず、クラブ側にとってもマイ

ナスになると思うんですよ。また、放置しておけば、場合によってはエスカレートしていって、一部のクラブの一部のサポ

ーターのような問題行動にも繋がりかねないと思うんですよ。クラブが誇りとしてきている文化が薄れてしまう前に、クラ

ブ側が今一度、少年サッカー由来のブーイングしない文化というのを強調していくべきじゃないかなと思っているんです

よ。例えばクラブ公式サイトで声明を改めで出したりとか、来シーズンから新しくなります大型映像装置を使って、昨シ

ーズンJリーグが制作したSNSの選手への誹謗中傷防止キャンペーンの映像があったんですけれども、そういった形の

ように選手がそういった野次やブーイングをしないようにといった呼びかける映像を流すといった働きかけをクラブ側から

して頂けないかなと思うんですけれども。あともう一点ですね、野津田車庫からスタジアムへのいわゆる登山と呼ばれ

ている推奨ルートについてですけれども、野津田車庫から利用するルート、多くのアウェイサポーターの人たちが、いわ

ゆる街灯がない薄暗い方の最短ルートと言われる近道ルートを利用しているんですね。アウェイのサポーターの人たち

とも話をしたんですけれども、そもそも野津田車庫から二つのルートがあることを知らない方が結構いるんですね。以

前はクラブの公式サイトで整備されて街灯もある推奨ルートの方の案内があったんですけれども、現在は無くなってい

るんです。クラブは公共交通機関でのアクセスを推奨しておられるので、サイトでの推奨ルート案内はサイトのトップか

らでも見られるようにするなど、まずはサイトの案内を復活させて頂きたいんですね。例えばレノファ山口さんなんかは、

最寄りの駅のところからスタジアムへのアクセスみたいなものを割とサイトのトップのほうからも見やすいように整理されて

いるので、そういった形で整備して頂けないかなと思っております。直行バスの運行時間前から来たいサポーターという

のは、やはりホーム、アウェイのサポーター双方ともにいると思うんですよ。あの試合終了後も直行バスのバス待ちの混

雑を分散させるためにも推奨ルートを使った野津田車庫からのバスルート利用を呼びかけているんですけれど、やはり

まだ普及されてないと思うんですよ。暗い道の方から帰ろうとするアウェイのサポーターを何度も見かけていますし、その

推奨ルートの存在をもうちょっとアピールできないかなと思うので、そちらのサイトの案内の方も復活させて頂きたいなと

思ってます。以上です。 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

大友： 

そうですね。ありがとうございます。今頂きましたご意見、クラブに持ち帰らせて頂いて検討させて頂ければと思います。 

 

松永： 

ありがとうございます。それでは次に、前から3番目の方。 

 

サポーターＦ： 

インターネットとか広報とかの関連になるのですが、今はSNSの活用が情報発信として非常に大事だと思います。去

年TwitterでJリーグのマスコット選手権があってから、クラブからの発信がゼルビーからになったと思いますが、これは何

か意図があって1年通されたのか、そこを少し教えて頂ければと思います。 

 



近藤： 

よろしくお願いします。SNSの方ですが、ツイッターに関しては、以前はクラブ公式とゼルビーとがございました。それを

一本化した理由は大きく2つほどございます。一つは2016年ですかね、マスコット総選挙で1位を獲りたいという中で、

当時クラブの公式アカウントのフォロワーが1万数千人くらいで、ゼルビーアカウントは3,000くらいだったと記憶していま

す。それを一つにして情報発信をしていくことで、より多くの人に見てもらって優勝できるのではないかと考えました。そ

の成果かどうかは別として、Twitterは今23,000人を超えるフォロワーがおります。先ほどゼルビスタの話がありました

が、ゼルビアのコアなサポーターの方は3,000人と想定していますが、つまりゼルビアが一番ではないライトな方、他のJ

リーグクラブのサポーターの方が2万人いるという予測が立ちます。ゼルビーという親しみのあるキャラクターをつぶやき人

としたコンテンツの方がより見てもらえるのではないかという意図の中で一本化しております。あともう一つは当時から見

て頂いた方はご存知だと思いますが、やはり公式の方のツイートは多いのですが、スタッフの問題もあって、ゼルビーの

アカウントはあまり活用できておりませんでした。本当はゼルビーに常に付いているSNS担当がいて「どこに行ったよ」と

か「今何やってるよ」というのを逐一発信できれば良かったのですが、ご記憶ある方もいらっしゃると思いますが、当時、

星とゼルビーとのコンビでイベントへ出向くことが多く、星はステージに上がっているので、写真を撮る人もいない。当

時、フォロワーの方には「全然つぶやいていないじゃないか」というお叱りもありました。そうした中で、であればマスコット

を使って一本化してやるほうが、ライトな方にも届くのではないか、更新もきちんとできるのではないか、ということでやら

せて頂いております。あとはいろいろな会社さんが公式サイトのTwitterに関しては、時には感情も出して、 

某企業さんのツイッターでは、居酒屋でお酒を飲んでいるシーンが書き込まれたりと、個性あるツイートが話題を読ん

で、フォロワーが何十万人、凄いところですと何百万人というフォロワーを集めていると思います。まだ我々の場合そこ

までゼルビーを一人称にして個性をもたせてやるのがいいのかというと、まだまだ議論の余地はありますが、ゼルビーの

キャラクターを確立していって、いろいろな出来事、人に絡みやすくしていく、というような所はゼルビーアカウントのみを

公式として使っている利点になるんじゃないかなということで考えています。実際おそらく返事などもゼルビーだからこそ、

気軽に、気軽にと言うと失礼ですけど、何か質問があった際に答えられるものに関してはTwitterで答えております。

それをより戦略的にしていけば、より良いコミュニーケーションがとれるのではないかというところで、今の形でやっておりま

した。このような説明で大丈夫でしょうか。 

 

サポーターＦ： 

はい、ありがとうございます。意図が凄く分かって納得し、理解が出来ました。 

一部というか僕もなんですけれども、クラブからの回答をゼルビーにさせると責任転嫁するんじゃないかっていう視点も

あるんじゃないかなと思ったんです。ただ親しみがあるという意味とか、クラブ公式が返答できない内容で「○○みたいだ

よ」っていう回答で、行間を読んでねというような回答で使えるのであれば、すごく良い試みだなと思いますし、冒頭に

社長がおっしゃられたように株式会社化されて10年なので、常にトライ＆エラーの会社だと思います。そこをまた検証

して頂ければなと思う中で、またすみませんが質問ひとつ加えてしまうのですけれども、僕の記憶が正しければ今放映

権をDAZNさんが取得されて、その前まではスカパーさんが持っていましたが、スカパーさんが放映権を握っていた時

代はJ1とJ2の開催日が完全に予約されていたと思うのですね。DAZNさんになってからは、J1、J2、J3好きにホー

ム側の方が好きに自由に設定できるという風に聞き受けたんですけれども、そこの認識が間違っていたらこの質問は

間違いですが、去年1年間土曜日開催とか日曜開催とか色々と検証されたと思いますが、J1のファン、サポーターの

方がJ2開催日だと試合が無いので観に行けるであるとか、あとは去年、プラスワンのサポート、ファンを連れてきたとき

に、ブロマイドを配布されてたと思うんですけれども、それの配布状況とかを色々クラブで検証されて、何曜日の開催

が一番ふさわしいとか、そういうのが今季活かされてるかどうか、そういうのがあったら教えてください。よろしくお願いしま

す。 

 



田口： 

はい、ありがとうございます。昨年はご認識の通りです。土日の選択ができるカードもありますし、Jリーグの方から土曜

日、日曜日とある程度決められているところもあります。昨年は少し土曜日にトライしてみようということで、選択をさ

せていただきました。皆さまよりお仕事があるとかお子さんの行事があるということで、土曜日は難しいというご意見も

頂きました。結果としてやはりうまく動員の方には繋がってきませんでした。昨年の反省を踏まえ、今年は（天皇杯と

の関係など）多少土曜日の開催で希望を出したところもありますが、選択のできるところは極力日曜日の開催で調

整を進めております。 

 

大友： 

クラブとして要望を出せる、というような感覚と思って頂ければと思います。日程君が決めますので。（会場笑い） 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それではお時間になりますからもう一人だけ。はい、お願いします。 

 

サポーターＧ： 

町田の小学校で働いております。御礼と意見を言わせてもらいます。ゼルビア朝礼、全クラスでの出前サッカー、本当

にありがとうございました。今年一年、僕もプラスワンだけじゃなくて、自分の仕事を通して何か貢献できないかなと思

って自分のやれること、やったことを今からお話しします。いま全ての東京の小中学校でオリンピック教育というのをやっ

ておりまして僕は担当なのですが、5月にブラインドサッカー日本代表の川村さんをお呼びして、ふれあいの授業をしま

した。9月にゼルビアフットサルパークに笹原友希さんというソチ冬季オリンピックのオリンピアの方がいらっしゃったのです

が、お願いをして本校で出前講演+陸上教室をやって頂きました。12月、読売巨人軍に来て頂き、アカデミーコーチ

ですが、ベースボール型ゲームの授業支援をして頂きました。来月、キヤノンイーグルスに来て頂き現役の選手が8

名、本校にてタグラグビー教室をやって頂くことになっています。僕が全部電話とかメールとかするのですが、一番イメー

ジするのは直接体験を子どもとしてほしい。例えばゼルビー朝礼でも、ゼルビーに直接触るとか触れ合うとかすごく大

事だなと思いまして、僕も親なのですが子どもがやりたいとか、そういうのはすごく影響力があるなと感じるので、是非

先ほどもご意見があったと思いますが、何らか関わる、触るほうが、聞くとか見るよりもふれあいというのがすごくいいのか

なと、僕は今年一年通して思いました。ちなみに昨日藤の台に行ったときに我が子に選手のうち誰を覚えているって

聞いたら、僕のガッツポーズを「上手いね！」って言ってくれた選手と言っていました。結局、背が高いとか外国人っぽ

いとかじゃなくて、自分にとって関わりを持ってくれた人なんだなと。ちなみに福井選手です。ありがとうございました。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。それではお時間となりましたので、一旦休憩させて頂きまして10分後、11時20分から再

開をしたいと思います。またよろしくお願いいたします。  



第二部 

 

松永： 

それではお時間となりましたので再開をさせて頂きたいと思います。今度は丸山強化部長より強化の方針につきまし

て、お話を頂戴したく思います。それでは丸山強化部長よろしくお願いいたします。 

 

丸山： 

丸山です。よろしくお願いいたします。座ってお話しさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

まず昨シーズン2017年、応援、サポート、ありがとうございました。チームは16位という成績でした。決して、納得も満

足もしておりません。しかしながら、クラブの最大ミッションでありましたJ2残留ができたことは、皆さまのお力添えがあっ

たからこそ出来たことだと思いますので、改めて御礼申し上げます。 

唐井と少し重複してしまうところがあると思いますが、ご理解頂ければと思います。J2復帰しました2年目というもの

は、昨年こちらでお話しさせて頂いたとおり、やはり本当に厳しく難しいものだということを想定して始まったシーズンでし

たが、その通りになってしまったことが残念でありまして、そうではない終わり方をしたかったというのが正直なところであり

ます。ただ、勝ち星に恵まれない中でも、相馬監督を始めスタッフがしっかりと導いてくれて、決して迷走することなくぶ

れることなくやり続けてくれたことは本当に誇らしかったと思いますし、もちろん色々なご意見、お考えがある中でも、私

はやり続けてくれたことが今季とまた未来に繋がっていくと、そう信じおります。 

さて、チームは相馬監督5年目となります。クラブがこれだけ長く指揮を執ってもらうということは、やり続けていることが

まずは形になりつつあるところでもありますし、ただやはり継続してきたものに対して何か少し変えなければいけない、と

いうところの今シーズンになってきたというところもある中で、新しい選手も加入してもらいましたが、スタッフも数名の入

れ替わりがあり、相馬監督をしっかり支えていく所存で取り組みさせて頂きます。 

やはりJ2も年々益々、他のクラブさんの補強とかも見ていたりしますと、皆さまもそう感じているかと思いますが、本当

に難しいシーズンになると思います。ただクラブとしては、J1クラブライセンスを取得するにあたり、まだまだJ3に降格して

しまうような規模のクラブではありますが、「プレーオフ圏内」という目標を現場の最初のミーティングでも掲げさせて頂き

ました。やはりその目標を掲げることで、今後我々がJ1の舞台に挑戦することに繋がると。そのような2018年にしたい

と思っております。 

やはり我々は、辛抱強く、我慢強くやってきていることが、皆さまに共感して頂いている一つの理由だと思います。また

一方で、例えば今年大宮さんと初めて野津田で試合をすることになりますし、新潟さんとは2010年に天皇杯をビッグ

スワンでやらせて頂いた記憶があるのですが、そういうクラブさんが野津田に来て頂ける。他にもJ2には素晴らしいクラ

ブさんがたくさんあるのですが、そういうクラブさんが野津田に来て我々とまた試合をさせて頂けることをまた皆さまと楽し

んで、チャレンジしてやっていきたいと思います。 

次に昨シーズンの反省点についてですが、皆さまも同じ思いではあるとは思いますが、やはりホームで勝てなかったこと

がまず挙げられると思います。年末の面談、契約交渉の際にも、特に主力の選手というかほとんど全員なんですが、

スタッフも交えて「ホームで勝てなかった理由をどう思う？」ということを一人一人尋ねました。もちろん正解があるわけ

ではないのですが、まずは考えてもらうことがものすごく大事になると思います。その中で、ホームの雰囲気によるプレッ

シャーというのは正直あまり感じないと。それはある意味、我々がもちろん改善していかなければいけないところではあ

るのですが、やはり準備のところ、一人一人がホームゲームに際しての準備のところを、皆口を揃えて言っていました。

我々クラブとしても選手、スタッフが少しでもホームゲーム、もちろんアウェイゲームもそうですが、試合に集中してもらえ

るような状況、環境というものを共有しながら、改善して取り組んでいこうと思っております。 

そしてもうひとつ、やはり引き分けが多かったこと。17引き分けというところですが、我々がひとつでも順位を上げる、ま

たJ2に残留するという意味で勝ち点1というのは、決してネガティブなものではなくポジティブなものとも捉えております。 



ただやはり引き分けを勝ちにする、負けを引き分けにする、そして勝利を目指してやるということはもちろん大事なこと

になってきますし、昨年も一昨年もそうなのですが、大崩れしない結果にはなってきているとは思います。そこは唐井か

らも先ほどもありましたように「相手にすれば面倒くさいチーム」ということもやはりあると思いますし、そこも我々の長所

だと思いますので、そういうものも目指して取り組んでいきたいと思います。そしてもちろん我々はプロでありますので、

結果を求めて、勝利というのを目指して90分やり続けますが、これもやはり来て頂いている方に思いの伝わるプレー、

それは泥臭いプレーだったりとか、ハードワークであるとか、90分間走り続けるとか、それがある意味華麗なプレーだと

僕は思ったりするので。もちろん勝ちにいく中でもそういうものを目指して、皆さまに共感して頂けるようなプレーをピッチ

の上で表現しなければいけないなと思います。その中でも組織の中で戦う、同じ方向を向いて一丸となって戦うとい

う、合言葉と言いますか、そういう中で2018年に集まって来てくれた選手28名、及びスタッフでのスタートとなります。

今季、これはクラブ全体の取り組みということになりますが、現在ユース所属の橋村龍ジョセフを今季はシーズン最初

から2種登録して、トップチームの方に専念させます。徳永アカデミーダイレクターともちろん唐井GMもそうですが、竹

中監督ともコミュニケーションを諮りながらどんどんアカデミーの選手を上に上げると言いますか、なかなかそこはすぐに上

げられるわけではないのですが、日々のトレーニングやトレーニングマッチにも参加してもらいたいと思います。ユースが

昨年好成績を収めた一つの要因としては、やはりそういう交流があったからというのも検証の一つの結果として出てき

ておりますので、アカデミーの選手、ゼルビア愛を持ってくれている選手を育てること、そしてその選手達がトップチームで

活躍してくれることがこのチームが生き残っていく、一つの道ではないかなということも改めて感じる今日この頃というとこ

ろになってきます。あと昨年、これはアカデミーの方の話になってしまいますが、酒井良コーチがセルビアのヴォイヴォディ

ナに行きまして、そこにユースの2選手、佐藤と前田を行かせて、そこで我々クラブとしてもしっかり育てて、今後どうな

るかわからないですが、彼らだけではなく他の選手もしっかり見て、トップに繋げられるような体制も今シーズンはとって

いきたいと思っております。 

私の方からは以上となります。今シーズンも野津田で、またアウェイの地でも皆さまが喜んでくれて笑顔で帰ってもらえ

るよう試合を展開していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。それではさっそくですがQAに入らせて頂きたいと思います。主に強化方針についてご質

問のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

サポーターH： 

本日はシーズン前のお忙しい中ご参席頂きましてありがとうございます。強化方針について丸山強化部長に対して

質問させて頂きたいことがあるのですが、先ほどアカデミーを育てるというお話がありましたが、ここ数シーズン、J3に昇

格してからでいうと例えば直近でいうと福田選手、他にも何名かいらっしゃると思うんですけれども、大卒ルーキーで獲

得した選手を1年でJ3の他のクラブにレンタルなさったりして、そのまま片道切符で帰ってこないというケースが多かった

りという、おそらくほとんど全ての例で今そういう風になってしまっていると思いますが、そういうところの育成というものをど

う考えているのかということと、あるいは今シーズンでいうと鹿児島から復帰したドリアンバブンスキー選手とか、日体大

から加入した福井選手を新戦力とカウントすると、9名の選手が町田に来てくれたと思うのですが、そのうちの6名の選

手が他クラブから1年の期限付き移籍の選手と認識しています。そういう中で選手の育て方とか、レンタルの選手だっ

たら1年で返さなきゃいけないとか、今年でいうと平戸選手のように残ってくれてもう1年やってくれるという選手はなか

なかいないと思いますが、そういう風にレンタルの選手でクラブの屋台骨を作って、また1年経ったらチームを解体してま

た１から作り直さなきゃいけない、というようなサイクルができてしまうんじゃないかなという心配があります。その中で、

大卒ルーキーの使い方というのをもう一度見直した方がよいのではと、ここ数年思っているところなので、その点につい

てクラブの方針というのはどういう風になっているのかお考えを頂きたいです。 

 



丸山： 

ご質問ありがとうございます。まさしくおっしゃって頂いているところは我々の課題の一つだとは思っております。もちろん

大卒の選手ということになりますと22、23歳というところが、大卒の選手で新加入ということになりますが、他のクラブさ

んでもそうですが、やはり即戦力という形で来てもらっているところもありますし、本人たちにもそのように話をしていま

す。ただやはり、どうしてもチームの現状といいますか、もちろん来てくれた選手にも可能性があってお声掛けさせて頂

いて、本人とも話しをさせて頂いて、結果来て頂いているというところがあるのですが、なかなかトップ中のトップの大卒

の選手を獲得するということは難しいというところが、正直なところであります。今年度は福井を早く、去年のこの時期

からトレーニングに呼んだりして、強化指定をかけて獲得に至ったというのはある意味一つの戦略でした。福田ないし

他の選手についてもレンタルに出した際に、戻すか戻さないかというところはもちろん議論になりましたし、本人たちとも

話しますし、本人たちの未来のことも見据えてどうしたらよいのかというところも考えながら、もちろん私もレンタルに出し

ている試合には可能な範囲で足を運んでいました。あと、今はDAZNがあるので、映像を見たりしていました。その中

でもサポーターの方はアウェイの地でも彼らの応援に駆けつけて頂いて、今年も盛岡の最終戦、アウェイの福島戦で

したが、「どうして来たんですか」と言われたりしまして、そこは本当に皆さまにも気にかけて頂いてありがたいなと思うとこ

ろでもありますが、そういった様々な状況を鑑みて編成をしているというところであります。ですので、まさしくレンタルの

選手で固められているとか、もちろんレンタルの選手についても、細かくは話せないところですが契約のことなどいろいろ

な個々の状況があり、そういうことを考えながら編成もしています。そういうこととは何かというと、先ほどお話したとおり

育成、下からやはり我々が上げるということが大事ということです。もちろん大卒、高卒の選手を獲得するにはそこにも

結構お金が掛かるわけです。ということは、やはり橋村龍ジョセフのような選手を育てるということはクラブのチャレンジで

もありますし、そんなに簡単な甘い物ではないですけれども、彼が成功するように我々もチャレンジする。彼が活躍す

ることによってまた他の選手も刺激を受けて、「僕もジョセフ選手のようになりたい」と思うような体制をどんどん作ってい

かなければ、このクラブは生き残っていけないのではないかと、私はそう感じております。よろしいでしょうか。 

 

サポーターH： 

はい、ありがとうございます。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。それでは次にご質問のある方。 

 

サポーターI： 

よろしくお願いします。以前のカンファレンスで、選手獲得にあたっては今の人工芝のグラウンドがネックになることがあ

るとお聞きしたかと思いますが、J1ライセンス獲得に向けて、今現在天然芝のグラウンドやクラブハウスの検討状況を

お話しできる範囲内でお聞かせ願えますでしょうか。 

 

唐井： 

経営規模の時にもお話しさせて頂きましたが、今やもうJ1、J2のクラブの中で、天然芝で練習をしていないのはＦＣ

町田ゼルビアだけになりました。だいたいJ2リーグで中位くらいところの実力だとは思っておりますが、そこのステージに上

がってまいりますと、やはり良い選手は獲られてしまいます。あるいは良い選手を獲りにいくのも競争であって、やはり資

本力の大きなところとの競合になるという、そういう今ステージにいることもご理解頂くなかで、今回松本怜大や戸島

章は、いろいろなことを検討して出ていくことになりましたけれども、やはり人工芝というのは一つの大きなネガティブな

要素になりまして、それ以降も増田繁人と吉田真紀人が移籍したという理由のなかにも、すでにこの人工芝というの

が一つのネックになっている事実がございました。 



従って12月4日の市長へのシーズン終了の報告の時に、もうこのままではチームは持ちません、相馬さんにも残っても

らえませんというくらいの、毎年そうやって迫ってしまうんですけれども、いよいよそういう現象が具体的に出てございま

す。それが、例えば松本怜大がJ1のクラブに行くとか、そういうステップアップであったらおめでとうなのですが、大宮さん

とかジェフ千葉さんとか京都さんとか、財政状況的に見てJ1にふさわしいクラブさんではなくて、金額的にも僕らよりち

ょっと上のところに持って行かれてしまったという中での、やはり（天然芝のグラウンドがないというところが）大きなネガ

ティブな要因になっている訳です。そもそも2017年には天然芝（のグラウンド）を作り、2018年、2019年で野津田

を整備するというロードマップを、Jリーグには2016年のライセンス申請の時には出しているということは、皆さまにもお

話ししているかと思いますが、そこにも少し遅れが出ていますから。これは残ってくれた選手も身を削りながらやって頂い

ているのも事実ですから、ここはもう市と協同して、2月の市長選の後にはまずは天然芝のグラウンドとクラブハウスに

ついては整理をつけたいと、社長と大友とも含めて取り組みをやっているところでございますから、これ以上は詳しいこと

は言えない状況ですけれども、今季は必ず天然芝のグラウンドの着工に入る。そういうことでないと、ここで相馬監督

を取り逃がすということは、ある意味この町田にはもう未来はないよ、ということで相馬監督が言って出て行くことにもな

りかねないので、そこは本当にクラブとしても非常に危機感のあるなかで相馬監督が契約を更新してくださったというこ

とは、全部は言えませんけども2020年までは勝算ありきということで、クラブとしても頑張る所存でおりますのでそれを

知っておいて頂きたいと思います。市議会、石阪市長、町田市役所の皆さま（の後押し）には、やはり街の声が

（必要であり）、スタジアムがいっぱいになることもそうですし、「天然芝でないのはゼルビアだけらしいじゃないか」と

か、そういうことが皆さまの話題に挙がることがある意味、最高の後押しになって頂けるのです。町田市の皆さまには、

やはりまだ一株式会社が（それらを）要望しているみたいな言われ方をされてしまうのが、非常に私は悔しいと言い

ますか。Jクラブが街にあることがどれだけ町田市の皆さまを元気づけたり、勇気を与えたりという、まだそういう存在に

なれていないということが非常に悔しくて。それはまだまだ我々の努力不足でもあるのですが、もっともっとご理解を深

めていく必要があろうかとも感じている今日この頃です。市役所も市議会の皆さまも2011年の時とメンバーがほとんど

変わっていないのに、全く同じことを言うんですよね。それは政治の世界でいろいろと党利党略があるのかもしれません

けれども、もう少し、街にある私どものクラブも（ラグビーの）トップリーグのクラブもフットサルのクラブも含めて、プロのク

ラブがあることがどれだけ皆さまに勇気を与えるかということが、（その理解も含めて）まだまだ街に出て行き方も足り

ないんだと自戒しながら進めておりますので、また側面から応援頂ければと思います。 

 

サポーターI： 

ありがとうございます。我々サポーターにも出来ることがあればどんどん言って頂ければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それでは次にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。お願いします。 

 

サポーターJ： 

質問というかむしろ要望の方が強くなってしまうのですが、今年、レンタル移籍の選手が大変多くなって、選手の年齢

層が下がったわけですが、新人教育とかはJリーグがやっていると思うのですけれども、クラブとして例えばファンサービス

とかサポーター対応とかそういう教育というのは個別に行っているのでしょうか。 

 



丸山： 

まずJリーグが主催する新人研修については、毎年2月1日から2泊3日の泊まり込みで開催しております。日々の彼

らの人間力を向上させるためにはやはりそれだけでなく、日常の生活を通じてどんどん教育していかなければならない

というところはまさしくあると思います。その中でホームタウン活動に若手を多く出させて、いろいろな人に接する機会を

増やすことであったりとか、あとは全体でというところになるのですが、Jリーグがいろいろなコミュニティを持っている中で

研修会を行ったりとかも行っていたりします。あとは最初の契約交渉というか面談をしまして、我々のクラブを選んでく

れた時にクラブはこういう理念であるとか、こういう形でやってきているとういうことは、一人一人話してやってきていま

す。ただやはりそれを言い続けることが、皆さまが部下の方を育てるというのと同じような形で、日々の生活の中でどう

しても甘い汁と言いますか、甘い方向に行かないようにということで、もちろん気にかけるところを見たりして注意したり

して、成長に繋げたりというところでやっております。 

 

サポーターJ： 

ありがとうございます。その中で、皆さまプロで生活されていらっしゃると思いますので、どこから給料が出ているのか。株

主さんであったり、スポンサーであったり、あとはチケットの収入であったりと。そういうところで、自分の給料がどこから出

ているのかというところを今一度認識頂いて、例えば野津田でサポーターが選手の入り待ちをするとか、そういう時に

我々が旗を振ったりとか大声で声援を送ったりしても、試合の前で集中しているとかは理解しつつも、知らん顔をして

スタジアムに入って行くとか。そういう時に例えば僕だったら、そうやって応援をしている方がいたらガッツポーズくらいしま

すよ。だってプロなんですから、声を掛けてくれる人がいたらそういう人に応える、そういうジェスチャーをもっとしてもいいと

思うのです。例えば試合中、コーナーキックを蹴る時に、他のサポーターの方からも教えて頂いたのですが、吉濱選手

はコーナーキックを蹴る前にゴール裏をずっと見ているそうなんですよ。これから蹴るぞ、よく見ておけと。そのくらいの態

度があって私はいいと思うんです。10人が10人同じ意見を持つことはまずあり得ないですし、何だあいつ生意気だと

いう意見もあるかもしれませんが、私は選手の個々をもっと出して欲しいと思っています。試合中にいいプレーをした

り、もっと観客の声援が足りないんだったら煽るくらい。中島祐希選手も去年、観客を一回煽るジェスチャーをしたらし

いのですが、そういうことをすれば、子どもだけじゃなくて大人の私たちも心動かされます。私がＦＣ町田ゼルビアを見

に来たのは、初めて見に来た試合、友達に誘われて鈴木孝司選手がゴールを決めたんです。ゴール裏に駆け寄って

きました。私はプロ野球が大好きだったんですけれども、その時に心を動かされてサッカーファンになってしまいました。そ

の一回だけの成功体験が大人でもあれば、プラスワンをやってもリピーターがどんどん増えてくるので、選手の方達も直

接さらに給料に跳ね返ってくるものだと思うので、もし教育の一環でもっと自分を出していいんだよ、と言えるシーンが

あって、そのように言って頂けたら、ご検討して頂けたらという要望です。すみません少し僭越ですけれども心を申し上

げさせて頂きました。ありがとうございました。 

 

丸山： 

ありがとうございました。 

 

松永： 

ありがとうございました。それではその他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。お時間も終盤になりましたので。

もう一つか二つお願いします。 

 



サポーターK： 

よろしくお願いします。先ほど唐井ゼネラルマネージャーのほうから、相馬監督の進退を賭けてというような形でお話を

頂きまして、やはり今ゼルビアが相馬監督に頼っている部分というのは、うちの父もほぼホーム試合に行ったり、家にポ

スターを貼ったり、いろいろな形でサポートをさせて頂いているのですが、選手の試合もよく見てはいるんですけれども、

やはり相馬さんは全国区ですし、会社の仲間に聞いても「町田の監督、相馬ね」っていう話をよく聞きます。そういう

意味でいうと、今、クラブの予算がJ3のトップくらい、J2だと下の方というお話がありましたが、その限られた、選手に掛

けられる予算の中で例えばお金ではなく、相馬監督の下であったら自分も成長できるかもしれないとか、そういったとこ

ろで集まってくれている選手もいるのかなと思う中で一つ伺いたかったことは、相馬監督のチームを掌握する能力と

か、お金だけではない、成長をさせてあげられるようなメッセージというのは、丸山さんから常に相馬さんとお話しする中

でどういうところが魅力というか、こういうところが選手を伸ばしているんじゃないかということがあれば教えて頂きたいと思

います。 

 

丸山： 

まず、相馬監督が継続してＦＣ町田ゼルビアに携わって頂いてくれている中で、他のクラブさんから若い選手、レンタ

ルで出した選手をしっかり育ててくれている、という印象を持って頂いております。今まで畠中慎之輔選手ですとか仲

川輝人選手ですとか、他の選手ももちろん、昨年度の平戸選手もそうですが、今季は名古屋さんからすごく期待さ

れている杉森選手、仙台さんからは小島選手をお預かりさせて頂いたりですとか、まずはしっかり育ててくれる監督、そ

して町田ゼルビアという形で見て頂いております。やはり相馬監督は凄く人間力のある監督だと私は思っております。

もちろん自分のキャリアも実績もある方なので、言うことに説得力もありますし、ただその（若い）年代の選手に聞い

ても相馬監督の（キャリアの）ことはあまり知らないですよね。ジェネレーションギャップというかプレーしている姿という

のはほとんど知らなくて、「え、誰ですか？」というのが正直なところではあります。もちろん名前は知っているもののどうい

うプレーをしていたかというところは知らないというところはある中で、大体こういう監督でしっかり対話をもって、ただ規

律があって、しっかりやる事をやらないともちろんその輪からどんどん外されてしまうよ、と。そういうチームをオーガナイズす

る手腕というのは物凄く高いと思ってあります。選手やコーチとの年末年始の話の中でも、先ほどお話しさせてもらった

「ブレることがない」という話が出ていますが、それは凄く皆がついて来てくれている理由でもあり、そういうところがまた改

めて今シーズンも相馬監督に指揮を執ってもらう依頼をさせて頂いた理由の一つというところにも繋がっています。そう

いうところを含めて、しっかりサッカー選手として、プロフェッショナルとしてしっかり指導してくれていますし、このクラブの理

念にも賛同してくれている、理解を示してくれている相馬監督だと私はそう感じております。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それではもうお時間となりますので、最後お一人のご質問になるかと思いますが。 

では前の方お願いします。 

 



サポーターL： 

これは要望というか私の思い、我々サポーターの思いですね。それを伝えさせて頂きたいんですけれども、ゼルビアが

2020年度にJ1に上がる、J1に挑戦するというところで今シーズンは非常に重要になってくるというのは、クラブさんも

認識しているところではあると思うのですが、まさに今シーズン、プレーオフ圏内、つまり6位以内に入るというところより

も、もう「優勝する」、そのぐらいの意気込みで選手にも頑張ってほしく、そしてサポーターも頑張っていきたいと考えて

おります。ですので、本当に町田にJリーグのチームができたと言う、まずJ2に上がった、そしてJ1のチームが町田に出

来たという、そういったことになると本当に町田市民にとって、市民じゃない町田のサポーターの方々にとっても、凄く嬉

しいことなんですね。嬉しいですし、本当に言葉に表せないですけれども、本当にJ1に必ず2020年度に上がって欲し

いんです。ですので今シーズン、プレーオフ圏内以上、というよりもう優勝、2019年度も続けて優勝、そのくらいの意

気込みで我々サポーターも全力で、趣味を超えた域で応援して、私は家庭を持っていますけれども、家庭第一じゃ

ないくらいに、本当にゼルビアを応援して、自分のお小遣い関係なく全力で応援してまいります。私は本当にそんな

思いでいっぱいですので、是非我々サポーターの想いを胸に、クラブ、選手、サポーター一体となって、頑張っていきた

いと思いますので是非よろしくお願いいたします。 

 

下川： 

本当に熱いメッセージありがとうございます。ここにいると汗をかきそうなんですけれども（会場笑い）、皆さまここに集

まった方々はきっとその日が来るのを夢見て、と言いますか自分達もそうですけれども、ただ目標だとか目的だとかそう

いったもので括ってしまうと、やはり2020年というものをターゲットにという中で、一つでも順位が上に行くというのは本

当に嬉しいですし、では実際に今のチームが、新人を含めて5人のオリンピック世代の選手が来ている中で、「勝てる」

というか「優勝ができる」と言われると、やはりそういう部分というのは非常に厳しいのかなという気がします。それを1年

2年掛けて育てるというところで、結果が出て来るんじゃないかなと。だから今年一年で優勝を狙いますよ、ということ

は、言いたいんですけれども、手の届かないというところではなくて、例えば去年や一昨年J1から降格したクラブとかが

天皇杯を獲ったというのは、下積みがずっとあってのことであり、そこで戻って、そこでまたその悔しさをバネにして上がっ

たとか、優勝したっていうことだと思うんです。だから川崎フロンターレさんが昨年の暮れに優勝されて、あの時に中村

選手が、自分が入団した時以来優勝できるのかな、と。ずっとやってきて十何年振りかに優勝を勝ち獲れたということ

が、引退するまでに優勝できたことが嬉しいという。やはりそういう月日というのは無駄にはならないと思うので、一緒に

そこを焦らずに行きませんか。よろしくお願いします。（会場拍手） 

 

松永： 

下川社長、どうもありがとうございました。 

では最後に運営委員の方から挨拶をして頂きましてこれで最後にしたいと思います。 

 



近野： 

お疲れさまでございました。運営委員の近野でございます。社長がきちっと締められたあとに私が話すというのはなかな

かハードルが高いんですけれども。（会場笑い） 

まずは社長を始め、クラブスタッフの方々、本日お越し頂きまして本当にありがとうございました。そして、過去最大の

規模になるかと思います。たくさんのサポーターの方々にもお集まり頂きまして本当にありがとうございます。私からは一

点だけ共通認識という形で一つ再確認をさせて頂ければと思います。最後の質問と少し被ってしまうのですが、皆さ

ま「ゼルビアが大好き」ということで、ここに集まってきているということでよろしいでしょうか？というところです。私も「ゼル

ビアが大好き」です。彼女を作る時間があるんだったらサッカー見に行きますし、練習も見に行きますし、それじゃいけ

ないんだろうと僕は思ってるんですけれども、それでも「ゼルビアが大好き」だから、時間を使ってでもゼルビアに関わって

いたいと思っています。おそらく皆さまも、同じように「ゼルビアが大好き」でスタジアムに来て頂いてると思っております。

今回のサポーターカンファレンスでも、様々な角度から質問なり要望なりが出ました。でも目的は一つだと思います。

ゼルビアに勝って欲しい、ゼルビアをもっと知って欲しい、楽しい試合が観たい、勝って欲しい、そういったところが皆さま

の共通認識として必ずあると思います。様々な立場ですとか考え方、価値観がありますので、手段は異なるとは思い

ます。でも目的として持っているものは、ここに集まっている皆さま全て共通で持っているものだと思いますので、チーム

が一体感を持ってやるというところをコンセプトに試合に臨んでいるようにですね、クラブとサポーター、サポーター内もク

ラブ内も一体感を持って、チームと同じように2020年に向けて戦っていきたいと私は思っていますので、皆さまもご協

力頂ければと思います。最後になりますけれども、ゼルビアの今年のプレーオフ圏内という目標を掲げていますので、そ

こに向かって今年一年頑張って行きたいという意味と、これからの益々の発展を祈念しまして、締めの言葉と代えさ

せて頂きます。本日はありがとうございました。  

（会場拍手） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。長い時間ありがとうございました。お帰りはあちらの後ろの方からお願いいたします。カンパ

を募集されている箱がございますので、もしご協力頂ける方がいらっしゃいましたら是非ご協力よろしくお願いいたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 

以上 

 


