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第一部 

佐藤： 

それではあのお時間となりましたので第7回目となりますサポーターカンファレンスを開会したいと思います。本日もお集

まりいただきまして誠にありがとうございます。 司会を進行させていただきますサポーターカンファレンス運営委員会の

佐藤と申します。よろしくお願いいたします。それでは式次第につきましてご説明申し上げます。最初に事業関連に

関するお話をクラブよりいただきまして14時25分から質疑応答をさせていただきます。その後15時15分から休憩に

入りまして15時20分からは主に強化に関するお話をクラブからいただきまして、15時30分から再度質疑応答とさせ

ていただきます。 会の終了は16時ちょうどを予定してございますので、会の運営につきましても皆さんのご協力をよろ

しくお願いいたします。 

それではご来場頂きましたクラブの皆様をご紹介いたします。代表取締役社長大友様ございます。 

 

大友： 

こんにちは。 

 

佐藤： 

ゼネラルマネージャー 唐井様でございます。 

 

唐井： 

唐井です。よろしくお願いいたします。 

 

佐藤： 

強化部長丸山様でございます。 

 

丸山： 

丸山ですよろしくお願いいたします。 

 

佐藤： 

それでは早速ですが、進めさせていただきます。最初に事業関連における2018シーズンの振り返り、2019年シーズ

ンの展望をお話しいただきます。大友社長お願いいたします。 

 



大友： 

改めまして大友です。皆さん、こんにちは。司会の方からありましたが、2018シーズンの振り返りということで、少し皆

さんと一緒に昨シーズンを思い出しながら、また今シーズンの展望ということも話をさせていただければと思います。  

まず2018シーズン、本当に色々なことがあったシーズンだったという気持ちがありますが、クラブとしてはまず全体の予

算というような部分からいきますと、2017シーズンの経営情報開示資料を見た時に、J 1クラブの収入が平均で40

億、J 2が14億、J 3が４億くらいでしょうか、このような数字を見ながら2018シーズンはどうやって戦っていくかと。毎

シーズン褒められた話ではないわけですが、その強化費がＪ２で最下位になってしまっているので、まず2018シーズ

ンはしっかり事業の方で踏ん張って、強化費をしっかりと取っていこうというところからスタートしております。しかしながら

今申し上げたように、Ｊ2平均14億という中では昨シーズンの目標が約8億というような数字で始まっております。そ

して強化費が2億8千万という数字でスタートしたシーズンでありました。 

そういったところで2月の開幕を迎えたわけですが、ホーム初戦の大宮さんとの試合に勝利することができました。同点

に追いつかれた時は（大宮さんが）本気になった、少し怖いなというのはやはりありましたけれども、そこを勝ちきったこ

とで、皆さんの応援もあって選手たちがしっかりと力を発揮してくれたという初戦でした。 

本当に１シーズン、トップチームの監督、選手たちの数字を１年間見てもらえればわかってもらえると思いますが、常

に上位で戦ってくれていた部分がございます。 

個人的には3月の中旬ですが、現会長の下川の方からバトンタッチして「社長をやってくれ」と言われ、4月の末には

決議され社長になりました。個人的な話をすると、実務をやりながらどうやって社長業をやっていくのか、個人的にはそ

こからのスタートではあったわけです。この辺りについてはいずれ評価いただけるように頑張っていきたいと思っておりま

す。 

同時に、我々は皆さんに支えていただいている小さなクラブではありますが、選手たちの出している結果が「上位」とい

うこともあり、先ほどの数字を見るにつけて「Ｊ1の平均は40億なのか…」と思うわけです。我々が本当にＪ1を狙って

いく中で「このままで本当にJ 1狙えるのか？」と、いつも上を見て、上の話をします。 

客観的に見ると、J 3のクラブで我々より大きいクラブもあるというような状況で、我々はどうしていくべきかという議論を

している中で（このままではJ1は狙えないと思ったことが）サイバーエージェントグループに入った（動機）というところ

が大きいです。 

サイバーエージェントとはしっかりと話をして、グループに入るという判断をしておりますので、Ｊ１に行くためのハード面

の強化、つまりトレーニング場の強化と、それからクラブの体力を上げていくというようなところを目標として、グループに

入ったというようなところがあります。グループに入るということは、しっかり自分たちが（グループ会社として）存在感を

出していかなければならないなと、改めて強い想いで歩いた2018シーズンだったと思います。 

最終戦まで優勝争いをするというような、こんなに最後までドキドキするシーズンになり、事業の方としては監督、選

手、GM、強化部長ら現場と言われる方々がしっかりと一戦一戦戦った結果をしっかり残していた。こういうところを事

業についても見習っていかなければいけないなと思ったシーズンではございました。 

事業的なことを申し上げますと、ホームタウン活動を2017シーズンより150%増加し、それから選手のホームタウンへ

の参加も517%増加させました。スタジアム周辺3キロ圏内の地域を中心に回っていこうということ、またバスを自分

たちで出してみようとか、色々なことに対してチャレンジはいたしました。 

結果（平均の観客数が）4915人ということで、これはＪ２の22チーム中の19番目でした。現場は（順位が）

上から4番目だったけど集客の方では下から4番目だったということで、改めてクラブ側が選手に追いつけるように頑張

っていかなければならないということを、認識したシーズンでもございました。 

展望としては、やはり今シーズン６月のＪ１のライセンスの申請の際には、「Ｊ１の審査をしてくださいね」と（自信

を持って言える）ような準備をして申請するということを目標とし、しっかりとＪ１を目指す体制を取っていきたいと思

っております。それに関しては集客の部分がありますので、しっかりと交通関係の事業者とは話をしながら、少しでもア

クセスが悪いというイメージを払拭していきたいなと思っております。 



やはり今シーズン、皆さんもＪ１から降りてくるチームとかを見ていると「このリーグ簡単じゃないぞ」というのは皆さんご

承知おきかと思います。そういう中でどうやって現場に勝ち点3を獲らせるかというのは、やはり僕ら事業系の人間もし

っかりとチャレンジしていくこと。選手と同じように背伸びをしながらチャレンジをしていくということが大事だと思います。 

スタジアムの（良い）雰囲気ということ（が大切で）もあります。皆さんと一緒にしっかりと選手が「今日いいぞ」「通

常の力よりもっと力が出るぞ」という雰囲気のホームゲームを何試合作っていけるかということになると思います。また今

シーズンしっかりとそういう後押しをして、選手たちが良いパフォーマンスが発揮できる環境を作って、夢のＪ１を狙って

いきたいなと今シーズンは思っております。私からは以上です。 

 

佐藤： 

大友社長ありがとうございました。続きまして唐井ゼネラルマネージャーよりお話しいただきます。宜しくお願いいたしま

す。 

 

唐井： 

皆さんこんにちは。プロクラブの成功というのはまず相馬監督以下現場と称されるチームの成功に皆さん目が行きがち

ですが、今社長の大友からもご説明申し上げたように、クラブ／フロントと言われる部分と（現場と）の両輪が、決し

て対立構造ではなくて一体となって、そしてなおかつ皆様、ファンサポーター、地域の皆様のご支援があって、これらの

三者が方向性を一つにして本当に素晴らしく機能した時に、やはり成功があると信じています。そういう意味で言うと

昨シーズンは相馬さんとチームの選手諸君が目一杯の頑張りを示してくれて、最終戦残り15分には皆さんも少し夢

が見られたわけです。本当に優勝するのではないかというところまで日々のトレーニングから追い込んで成し遂げてくれ

た成果が、昨シーズンだったと思います。大友からもありましたが、では現状のクラブというものの身の丈を眺めてみると、

2018年度、おそらく1月末に会計的には７億から8億の間くらいで締まるわけです。これはまた今年の9月の2018

年度経営情報開示というところで正確な数字は皆さんにお伝えします。やはり8億以下の経営規模というところは、

昨年の9月に開示された2017年度の数字に置きなおしても（22クラブ中）18番目ということで、いずれにしても観

客動員も19番目で、経営規模もその辺りというところが実態なわけです。 

サイバーエージェントグループになる前の取締役会の皆様も本当によくやってくださったのですが、私はシーズンの頭の

時にGMとしての話の中で「うちは正確に言ってしまえば J 3のビッククラブですよ」と、常々話をしてきました。経営規

模からいうとＪ3ではビッグクラブ、それでもうちの経営規模よりも大きなＪ３のクラブがあります。それが実態、実力で

あるという現実としっかり向き合って、そして夢に向かって2018年度は残留・定着から更なる夢に向かってクラブとして

取り組んでまいりまして、相馬監督はライセンスがないことを承知の上で順位として6位以内、つまりはプレーオフ圏内

を目指すと示して、なおかつ選手諸君もしっかりついて行き、結果あれだけの成績を上げていただきました。 

しかしながら、まだまだクラブの実力としては、経営規模でいうと18番目であるといったところに留まっているというのが

事実だということも踏まえて、サイバーエージェントグループになりましたが、必ずしも今シーズンもそう簡単にはいかない

というところからのスタートです。 

先ほど申し上げたように現場は相当いいところまで来てはいますが、会社や地域といったところではまだまだです。チー

ム、社員、NPO職員全員が集まった結団式の際に、NPO法人の守屋理事長が必ずFC町田ができた時の理念の

お話をされるわけです。まさに今サイバーエージェントの傘下になったからといってフワフワせずにということで、今回も私

もしっかり（その理念の）再認識と言うか再確認をさせていただいたわけですけれども、まずは町田市民の誇りたるク

ラブになりましょうと。市民の誇りという意味ではまだまだで、数字ということで言ってしまうと Ｊ２リーグの平均以下の

4915人ということで、あの最終戦に1万人を超えて皆さんが集まって相当盛り上げて下さったのですけども、やはりこ

の491５人という数字はもう冷厳な現実でございます。ここにいらしてくださっている皆様は、そういうことにも強い関心

を持って来て頂いていると思っておりますから、この数字についてはもちろんクラブの努力が足りないというところもありま

すが、皆様とも共有をさせて頂きたいと思います。 



もう一度私たちがＪ１仕様になれるかどうかという本当に大事な2019年シーズンになりますが、これはひとつ指標と

しても経営規模が20億円にならないとなかなか J 1に上がると言うのもおこがましい、そういう数字であります。ですか

ら、今その20億に向かって、これは既にサイバーエージェントとも共有している数字ではありますが、今年が7億から8

億の間だったとして、来年もそれに積み上げようと大友以下が今相当努力をしてくださってはいますけれども、いきなり

20億に行くというのは簡単な道のりではありません。ですから私たちがＪ１仕様のクラブになるためにこの20億という

数字を皆様にも覚えておいていただいて、そこに向かって着実にクラブの経営は、やはりサイバーエージェントのお金が

天からどんどん降ってくるようでは20億には簡単にはなりません。2012年に一緒に昇格した松本山雅が実力で20

億の規模の会社になっています。山雅さんここに（胸スポンサーといて）セイコーエプソンを付けているのですけれども、

（仮にスポンサー料が）2億だったとして残り18億をメインスポンサーに頼らずに（集めています）。もう皆様がよくご

存知だと思いますけれども、彼らの集客の数字は常に1万人以上、キャパいっぱいの観客を集めている。そういった意

味では2012年に一緒に上がった同級生ではありますけども、もう遥か彼らは我々が背中を遠くに見るようなところま

での高みに行ってしまっています。それは地方のクラブさんはNHK（地方局）があったりメディアも民放（地方局）

があったり、それからいわゆるスポーツエンタテインメントと言われるものもＪクラブしかないとか、色々な意味でＪクラブ

が成功する要素は持ってはいるわけですけれども、そこは我々にとって大きなハンデがあると言って諦めては、このまま

Ｊ１仕様のクラブには絶対になれません。いつも皆様にご質問いただいて答える立場でもありますけれども、今日は

私の方から投げかけをさせて頂いて、皆様と一緒に今年何試合１万人を超えた集客、野津田を溢れさせられるか。

石阪市長以下（行政の皆様に）今回も48億と言われている大きな税金を投入してスタジアムの拡張をして頂き

ます。それがもちろん建付けはゼルビアだけのための投資ではなく、スポーツ界のため、市民のためということで投資して

頂くわけですけれども、私どもの責任を果たすという意味では「何試合１万人を溢れさせられるか」そういうところに係

っていると思います。まだまだプラスワンは続いていると言いますか、クラブの努力もまだまだ足りないとは認識してはおり

ますが、やはり市民の誇りになって、理念の中の一つの表れとして皆様に野津田に来て頂くことだというふうに考えてお

ります。今日は是非20億円の規模のクラブ、あるいは１万人を何回動員できるかというようなことを、少し頭の片隅

に入れておいて頂きたいと思います。 

今シーズンも既にトレーニングが始まって３日目ですが、非常に渇いているというか心が渇望している諸君が集まって

くださいました。町田で成功したい、町田で試合に出たい、町田で成長したいというような選手諸君が集まってくれま

したので、素晴らしいトレーニングを今展開しております。ですので、シーズンとしてはワクワクして臨みたいと思いますが、

やはり三位一体と言いますか皆様のお力がなければ昨年と同様の成績を上げるというのはすごく難しいと思っていま

す。選手諸君にも難しいシーズンだけれどもワクワクして挑戦しましょうということを話をしてはいますが、皆様にも是非

共有頂いて、また引き続きのご支援を賜りたく思いまして、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

佐藤： 

ありがとうございました。それでは早速ではありますが質疑応答に行きたいと思います。まずは午前中にサポーターミー

ティングというものがございまして、そこでいくつか意見が出ましたので、運営委員の石黒よりその質問に関してお話をま

ずはさせていただきます。 

 

石黒： 

ただ今ご紹介いただきました運営委員の石黒です。午前中のサポーターさんのご意見の中で、どうしても午後いらっし

ゃれないということで、私が代行で質問させて頂きます。質問が３つあるのでメモしていただければと思います。 

1番目ですが、昨シーズンの集客に対する動員試合というのが幾つかあったかと思います。その結果については不十

分な結果が多かったのではないかと思っております。それについてクラブの方でどういったものが足りなかったのか。あるい

はどこそこの協力が足りなかったとかそういった振り返りというのが今まで（表に）でたことがないので、ここで言うのが難

しいのであれば後々、そういった白書なりレポートなりを出していただけることは可能ですかということがまず一つです。 



2つ目です。いろいろな問題点がある際に、どうしてもいつも人員不足、「これだけの人数で我々はやってます」という

話がよくクラブからありますが、今度は先ほどから何度か出ておりますサイバーエージェントさんの関連会社になるという

ことで、その辺はうまく今後人員増、あるいはがお手伝いの人が来るのかどうか。以前は（人員増は）ありませんとい

う話がありましたが、人員不足については解消ができるのでしょうか。やはりサポーターとしてはまた人間が足りないって

いうことで、何か不十分なことがないかなということで、少し不安がある向きがありましたのでそこのところもお願いしたい

と思っています。 

それとあと１つ提案的なことになります。その方（質問者の方）は招待券をいただいて初めてゼルビアに来て、それ

からはまってしまいましたというお話なんですが、招待券の話ということで前にも一回提案があったのかもしれないです

けれども、役所の行政の転入届を出す係のところで、転入した方に行政のご協力を頂いて、初めて町田に来た方に

招待券をお渡しして見に来るような機会を作るということは可能でしょうか？と。 

以上の3点の質問がありましたので、是非お願いいたします。 

 

大友： 

はい、ありがとうございます  

３つ質問頂きまして、まず1つ目の集客に関してですけれども、まず目標に対して小田急電鉄さんと共に実施した「こ

どもたちに笑顔をマッチ」ということで1万人を目指したんですけれども、それが届かなかったというのがあります。取り組

みとしましては、スポンサーを横串しにと言いますか、広く笑顔のために、こどもたちに笑顔を届けようというような形での

投げかけ、というような動きは初めてのことではありました。ただ仰るようにもうちょっとスポンサー関係を中心に集客をし

たかったというような想いはございます。報告の仕方は持ち帰らせて頂くとして、取り組み自体は新しいことを始めたわ

けですけれども、その集客が目標に到達できなかったというところについては、告知がもう少し早いほうがよかったのか、

交通アクセスの問題なのか、というような要因はそれぞれあると思います。 

毎年毎年やはり皆さん集客のところはご心配頂いているので、実は企画のスピードは少しではあるんですけれども

（スピードは）上がってきておりまして今シーズンも昨シーズンよりも早く告知ができて、皆さんの力を借りたい時も「い

やもう予定入ってるよ、その日に」と言われないような時期で、早めに告知をして皆さんの協力体制を仰ぐ、もしくはそ

ういうスポンサーであるとか、こちらのステークホルダーの皆さんへの協力を仰いていくということをしっかり前進して行こう、

というような考え方でおります。また今シーズン、先ほどGMからもありましたけれども、何試合1万人のスタジアムを作

れるかという所をしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので。開幕戦はマストだろうみたいな感じではありますけ

れども、その後どうやって作っていけるかということは引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

2番目、人員の問題ですね。人は増やしていきます。それが今まで言い訳のように映ってしまっていたかもしれませんが、

まず会社としてはしっかりと労務管理をしなければいけないというところが大前提としてあって、プラスしっかり注力でき

る人材、役割分担できる人材ということで、社員は増やしていく予定としております。皆さんもご自分の会社に戻ると

よく分かると思うのですけれども、人を育てるということは凄く難しくて、昨シーズンも増やしてはいるのですがすぐに結果

に結びつくかというと、そういう気持ちではいるのですが、時間が掛かるものだなと思いつつ、しっかり数字で出していか

なければ皆さんからもお叱りを受ける形になってしまうと思いますので、数字のところもしっかりと求めて行きつつ、社員

を増やして役割分担していければというふうに思っているのが2番目です。 

3番目の転入の際のチケット配布の件は、おそらく昨シーズンも町田市には依頼をしているはずなのですが、実現して

いないというような状況だと思いますので、改めて今シーズンも投げかけをしようと思います。確認をしておきます。 

以上でございます。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それでは皆さまからご質問、もしくはご提案ございましたら挙手をお願いいたします。 

 



質問者A氏： 

去年の J 2の平均人数が7000人です。先ほど社長からお話がありましたように（町田の）平均人数は5000人で

す。1万人（の試合）を増やすよりも数試合、2500人とか3500人という試合があったわけです。天井を見るよりも

底上げの方がやりやすいのではないかと思います。去年の試合で2500人という試合がありました。これはＪ３でもこ

んな数字が出てこないような数字。それとまた私どものチームより（成績が）下位の栃木SCさんも10年努力して

5700人にしています。ですからそろそろ底辺の底上げが先だと思いますがいかがお考えでしょうか。 

 

大友： 

ありがとうございます。仰るとおりだと思います。しっかりと山を作ると言いますか、スタジアムの満席を目指す試合、それ

から底上げをしていくということ、この２つが達成されなければＪ２の平均には届かないと思いますので、仰るとおりだ

と思います。底上げの部分というところも、常にどうやったらスタジアムに来てくれるかなと考えてはおりますが、また新し

い取り組みなどもしていきたいと、停滞せずに進めていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それでは後ろの方、お願いします。  

 

質問者B氏： 

本日はこのような場を設けてくださってありがとうございます。先ほど唐井GMから松本山雅との比較のお話が先ほど少

しあってですね、その（松本山雅の）規模を目指していきたいとの話だったので少し具体的に伺えればと思うんです

が、話せる範囲で結構なのですがお伺いしたいと思います。山雅さん、私も何回かスタジアムまで行ったんですけれど

も、比較的大がかりと言うか地域を巻き込んで試合運営をされているなという印象があります。山雅さんの運営の人

数、クラブとして抱えている組織の人数、それに対して町田は今現状何人でそれをどういった形が増やしていこうかと。

そういったようなロードマップと言いますか、計画などはこういった場で共有頂けるんでしょうか。もし共有頂ける範囲で

あれば教えていただきたいと思います。 

 

唐井： 

ご質問ありがとうございます。私がなぜ山雅の話をさせて頂いたかというと、昔からのファン、サポーターの方達はよくご

存知のように、山雅は実は私どもよりも遥かに小さな規模でした。当初、今の副社長の加藤善之さんという方が入っ

た時には、事務所には２人しか職員がいませんでした。そこで、ご本人はもう帰ろうと思いました。（彼は）元々ヴェ

ルディのスタッフでしたから。それがひとつの社会現象になったんですね。それは山雅の会社が人数を増やしたから、運

営を増やしたからではなくて社会現象になってしまった。数がいっぺんに爆発的に増えていった。そういう中で会社とし

ても身の丈の中でも20億になっていったという歴史がございますから、まずは皆様に野津田に来て頂いて、大友が困

るぐらい運営の数を増やしていかないと対応しきれないというようなことが起きないと。鶏が先か卵が先かっていう話に

はなりますが、（私どもとしては）まず集客をどう図っていくかということが大事であり、先ほど申し上げたようにメディア

の問題だったり、その周囲の環境の問題で山雅さん、あるいは2012年の同級生が山雅さんだったとして、2016年

の同級生山口さんについてももうすでに同じような環境ですから、もうすでに山口さんは10億を超える規模になってい

ます。 

（略） 

そういう意味では、社会現象にならないとそういう爆発的に膨らんでいけない、というところが私どもの難しさ、皆さんの

日ごろのご支援の中でもなかなかすぐに結びつかない、昔から応援してくださっている方々が今日は誰々を連れて来

たよっていう声もよく聞くのですが、やはりその社会現象に爆発的になっていくっていうところにまだまだゼルビアの場合は

至っていない。だからこその地道な活動ということで（野津田から）3km周囲の皆様について自治会を通じてなんと



か来て頂けるような施策であったり、先ほどのご提案のとおり、町田市と協力をしてこれも地道にやっていくしかないと

いうふうに考えているので、例えば今もしお求めでこれから運営スタッフを〇〇人に増やしていきますといったところで、

まずは観客が増えない限り、というところがございますので、先ほども敢えて皆様にお願いをさせていただいたような次

第でございます。ちょっと答えになっているかというところはありますが、以上です。 

 

質問者B氏： 

この場でご回答いただける内容としては理解できましたので、また別の形でも伺えればいいのかなと思うのですけれど

も、いったん質問としては閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それでは他に事業関連に関しての質問はありますでしょうか。 

 

質問者C氏： 

今回はサポーターカンファレンスということでこの場を設けさせていただき誠にありがとうございます。私は他のクラブの人

とお話する機会も多いのでいつも言われるんですけど、東京のクラブにも関わらず東京を活かしきっていないんじゃない

かということを言われることがあります。要は日本で一番都道府県の中で人口が多い。要は都市なのにも関わらずそ

のアドバンテージを活かしきれてないんじゃないかってよく言われます。今回サイバーエージェントという極端な話東京の

大企業と言ったらなんですけれど、その方のご協力をいただいたという形になっているので、二つの面である意味ご協

力というか活かす道というのが出てくるのかなと思っているわけです。一つはサイバーエージェントっていう東京都のメガ

シティの企業のご協力をいただいているということで、東京の都市内の人をゼルビアの方に引き込むというか、そういうこ

とができたらということも考えることが必要かなと思ってはおります。現にゼルビアの試合を新宿とか渋谷とかで見たいと

思っていたとしても、私が知る限りでは見る場所がほとんどないかなと思います。一応DAZNとかが発達はしているの

で、見ることは可能だとおっしゃる方はいらっしゃるのですが、やはりスポーツバーとかそういうところで見る場所というとこ

ろになってしまうと、また大多数の人と一緒に見るという場を考えてみると私が知る限り2箇所3箇所あるかないかでは

ないかなと。そういう意味ではサイバーエージェントという東京の企業を活かすのも必要かなとは思います。サイバーエ

ージェントというのは東京都内の企業であって、町田の企業という形ではないわけです。今までは町田の企業と一緒

に成長してきたという歴史があると思います。そういう意味でサイバーエージェント自身の心の距離というか、地理的な

距離、そういう距離というものを、我々自身で、要はサイバーエージェントが埋めてくれるということを期待するのではな

く我々自身が埋めていくということが必要じゃないかと思っております。そういう意味でメガシティの東京というアドバンテ

ージをこれからどういうふうにあの活かして行こうと思っていらっしゃるのか、大友社長と唐井GMにお伺いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

大友： 

ありがとうございます。仰るとおりですね。東京は1,300万人ですか。しかしながら町田市も43万人ということで地方

のクラブから見ると羨ましいなというような市民の皆さんがいらっしゃいますので、まず町田からもちろんグループに入りま

したのでそのグループの強みを活かせるようにして行きたいと。そもそもこの首都圏のチームということでメディアに弱い部

分がありますので、そういうところで今までにないお客さん達にどうやってアプローチしていくかというところは、サイバーエー

ジェントさんの力ももちろん借りながらやっていきたいというふうに思っています。試合の放映権に関してはDAZNさんと

の契約等々があると思うので、放映してくれるところが出てくるのが多ければ多いほど我々としては嬉しいですし、そこ

で町田の試合を見ようって思ってくれる人を増やしていくために我々も努力しますし、サイバーエージェントのグループの

力ももちろん借りていくというような考え方でおります。 また、距離を縮めていくというところは本当にクラブもやっていき

たいですし、例えば、「abemaTVを見てる人が町田は多いな」となることが我々との距離が縮まったことになるかもし



れませんので、是非皆さんにも気にかけていただければというふうに思います。以上です。 

 

佐藤： 

はい。ありがとうございます。それでは次前の方、よろしくお願いします。 

 

質問者D氏： 

本日はお時間を作っていただきありがとうございます。聞きたいことは一つだけなのですが、無料の招待券で来られる

方が結構いらっしゃると思うのですが、その来られた方の試合が終わった後のアプローチして、そういう方（リピーター）

を増やしていくことで集客がどんどん増えていく可能性があると思うのですけども、そういった方へのアプローチはどういっ

たことを考えているのか、お聞かせいただければと思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。無料ご招待を差し上げているお客様以外にも、割引ですとかシーズンチケットホルダーの方との

バランスを見ながら取り組んでいるわけですけれども、2018シーズンからようやくQRコードなどを使いまして、まずは情

報を多く集めるというような作業を昨年はしております。もちろんその情報が多く集まった方が集客に結び付くと思って

おりますので、引き続き情報を集めながら、その方々に対してそれぞれのアプローチをしていくということを2019年シー

ズンも広げていきたいというような考え方でおります。あとは、もしご招待している団体とか事前にわかるようであれば、

次のシーズンもとか、ただあまり招待ばかりしていると、お客さんは入っているけどお金はあまり入ってこない、ということで

経営が回らなくなってしまいますので、その辺のバランスも考えながら先ほどのお話のようにライトな方々に一度スタジ

アムに来て頂いて、雰囲気を味わってもらうということから繋げていきたいなと思っております。以上です。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それでは次後ろの方、お願いします。 

 

質問者E氏： 

3点要望です。試合運営時の要望です。まず一つ、ゼルビーランドのキッチンカーのオープン時間を早くしてほしいとい

うことです。理由は、先行入場後に買いに行くことになるので、その時はもう混んでしまっているんですね。せっかく早く

来ていたのに買えない状態が続いています。なかにはお弁当などを買ってきてそこで食べている方もいらっしゃるので、

入場前に買えることができれば、混雑緩和とお金落とすことにもなるんじゃないかと思います。 

2点目です。ホームのゴール裏のトイレとキッチンカーの並び方なんですけれど、混んでいる時、最終戦など1万人来た

時とかにトイレに並ぶ時に、場所がきちんと定まってないので通路を塞いで並んでしまったりしています。つまり通路が

きちんとなってないので、それをせめて養生テープを貼るとか、矢印をつけてくれるとかで並びを変えていただけると、特

に女子トイレなんかは並んでしまうので助かると思います。それからもう一つトイレの件ですが、入口が一つで出口が

一つでトイレの中が長くなっているんですね。そうすると奥の方が空いているか空いていないか、わからないです。入口

手前で並んでいると奥が開いているのに皆さん手前で並んで待っていることになっているので、サービスエリアとか他の

クラブのトイレがそうなのですが、空いている時にドアの所に空きって分かるようになっているんですね。閉めるとそれが

見えなくなるようになっている状態があるので、それを是非やってほしいなと思います。その3点です、以上です。 

 

大友： 

ありがとうございます。ご要望ということで、まずゼルビーランドのキッチンカーのオープンについては、昨シーズン早めた方

がいいなということで、残り数試合、詳しくは担当に確認しますが30分早まっています。2時間半前のオープンだったの

が3時間前のオープンになっていまして、今シーズンは3時間前のオープンでまずはスタートいたします。それ以上のオ



ープン時間の前倒しに関してはまたクラブで話をさせてください。一つ目は以上です。 

2番目にキッチンカーとトイレの並び方については、クラブの方で持ち帰らせてください。同じく3番目のトイレの空きが

分からない部分に関しては、一度町田市と話をさせてください。すぐにクラブでも取り付けられるような仕組みですか

ね。 

 

質問者E氏： 

私の中ではラミテ貼ればいいと思います。 

 

大友： 

はい、わかりました、そういう感じなんですね。調べます。ありがとうございます。  

 

質問者F氏： 

今日はありがとうございます。いつも楽しく見させていただいています。アウェイ（客に対する）のアクセスの（案内の）

悪さについてなんですけれども。アウェイの友達が来て頂いた時にバスにどこから乗ればいいのか分からないとか（の意

見があり）、初見で来られた方がもっとわかりやすいほうが安心というか丁寧なのかなと。具体的にどうこう申し上げる

わけではないんですけれど、ご検討ください。 

あとアクセスの件なんですけれど、駐車場がやはり足りない時があって、北側の駐車場の事務所の方が10台とか開け

てくださったりとか、努力はされているとは思うんですけれど、なんかその辺がもうちょっと簡単な話ではないと思うんです

けれど、進んでいただければ友達誘って車で乗り合わせて集客を増やしやすいのかなというところで、ご検討をお願い

いたします。 

 

大友： 

はい。ありがとうございます。２つご質問いただいておりまして、よりアウェイのお客様が分かるようにアクセス案内などを

充実させていただきたいというようなことで、引き続きわかりやすい案内を求めているんですが、またご意見頂きましたの

でまだまだ改善の余地あるかと思いますので、クラブの方に持ち帰らせてください。 

駐車場の件は、地域の方々がよくやられているように、調布の味スタの周りの（住人の）おばちゃんが自分で看板を

持って「今日は2000円です」みたいな。そういう声かけも地域の方々にさせて頂いていて、公園の駐車場が増える、

増やすということは、（行政の）第二次整備計画という中で予定はしているのですが、すぐに解決するような問題で

はないので、まずは地域の方々にご自分の敷地を駐車場（として開放していただけるように）お声掛けはさせて頂

いているのですが、なかなかこ強制的にとはいかないものですから（難しいです）。できれば、今後1万5千のスタジア

ムになった場合には、例えば駐車場が1000台増えても一緒ですし、焼け石に水というような形でもありますので、駐

車場というよりは公共交通機関の充実というところに今我々は力をまずは入れていくべきかな、と。引き続き地域住

民の方には駐車場はどうですかということは伝えていきたいとは思っておりますけども、現状ではそのような状況でござい

ます。ありがとうございます。 

 

質問者F氏： 

すみません、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 

 

質問者G氏： 

要望になると思うのですが、町田市民の無関心さというのがすごく私が気になっていて、やはりゼルビアの存在は知っ

ていても、自分には関係のないところでサッカーをやっているみたいに思われていて、それは、テキスト（文章）とかで

こんなに頑張っているというのをアピールしてもやはり響かないと思います。一番良いのはライブ感かなと思っていて、ア



ウェイの時にやって頂いたパブリックビューイング。あれをできるだけ多く、アウェイ戦全部やってほしいくらいなんですけれ

ど、あれをまた今年も是非やっていただきたいです。場所についても、ターミナルプラザでもいいんですけど、ぽっぽ町田、

カリヨン広場とか、東急ツインズの前とか、もう少し人通りが多く、通りがかりの人も巻き込めるような場所というのもあ

りかなと思っています。あとアウェイ、ホームに関わらず、商店街とかでBGMを流しているようなところで、少し音声とか

で実況的に、試合が終わったら瞬間だけでもいいんですけれども、「勝ちました！」とか「何対何で勝ちました！」とか、

そういう実況的なものを少しだけでも流していただけると、「お、勝ったのか」とか、通りかかりの人も関心を持ってくれる

と思うんですね。そういった工夫もしていただけると良いかなと、買い物をしながら日々思っています。以上です。 

 

大友： 

ありがとうございます。そうですね、PVも昨年1回入らせて頂いて、非常に多くの方にターミナルプラザに集まって頂いた

ということです。これはDAZNさんと回数などについて話をしながらになるのですが、是非無関心かもしれない方々に

少しでも気にして頂くようにPVの件は検討させて頂きます。 

それから商店街の有線での勝敗のアナウンスですね。面白いですね。これは広報の方に提案させてください。ありがと

うございます。 

 

質問者H氏： 

千葉から来ているものですが、一つ気になっている点がありまして、アウェイサポさんも私も含めてそうなんですけれども、

鶴川から野津田に行く直行バスの本数をもう少し増やした方がいいのかなと思います。というのも遠くから来るアウェイ

サポさんも今後Ｊ１に上がった時に増えてくると思いますし、万が一その日当日に帰るとなって、例えば6便全部行っ

てしまった後に7便目待つのに時間がかかるので、バスの本数をもう少し増やしていただけたらいいなと思って質問させ

て頂きました。お願いします。 

 

大友： 

ありがとうございます。今日も遠くからありがとうございます。バスの本数に関しましては、我々も同じくなるべく増やして

頂きたいという要望は常にしております。交通事業者との折衝という部分に関して、今年もまた折衝はしているのです

が、ここ数年あまり進展してないというところもありますので、是非少し変わったなと言われるように、我々も話をしてい

きたいと思っているのですが、交通事業者の方へ直接言って頂くのもクラブにとっては追い風になりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（略） 

 

質問者I氏： 

質問2点です。クラブハウスの現状と新体制発表会について、2点お聞きしたいと思います。まず1点目、クラブハウス

の件ですが、上の原に天然芝の練習場ができると聞いているのですが、クラブハウスについてはそこには建たないという

ような噂をネットで見かけたので、クラブハウスの現状がどうなのかというのを確認したいというのが1点です。それともう

一つ新体制発表会。今回抽選になってしまうということで、非常に残念に思っているのですが、クラブとしては、この新

体制発表会の位置付けというのはどのように考えているのかと。あと今年は抽選になるとして、今後はどういうふうにし

ていくのかというようなことをお聞きしたいと思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。まずクラブハウスに関しては、上の原グラウンドにはクラブハウスは建たないです。上の原グラウン

ドの整備というのは、上の原グラウンドが今ツルツル滑るようなクレーのグランドになっておりまして怪我も多いということ



で、整備できないかという要望が市の方に挙がっていました。町田市は予算の関係もあり出来ませんというような状

況であったところに我々がやはり早く天然芝のグラウンドで選手に練習をしてもらいたいという想いもありましたので、そ

こに乗ったと言いますか、FC町田ゼルビアの負担で上物だけはやるということです。上の原グランドに関しては以上で

ございます。 

Ｊ１ライセンスの方に関わってきますトレーニング施設、クラブハウスと隣接した練習場というところは、町田市内の別

の場所で今調整をしている最中でございます。冒頭に申し上げたように6月の申請の時には、そういう答えが出せる

ように今取り組んでおりますので、ご承知おきいただければというところです。 

新体制発表会に関しましては、新体制発表会とシーズン終了報告会のほうを街のクラブという原点に返り、街に出

て行って始まり、街に出て行って終わろうという取り組みをやっておったのですけれども、昨年末のターミナルプラザでの

シーズン終了報告会の限界を感じまして、（新体制発表会は）室内で行おうかと。室内でというよりは、お越しい

ただいた方がしっかり見られるというか、関われるというような環境にまずはした方がいいなと。せっかく来て頂いたのに

音響が聞こえないだとか選手が見えないとかいうよりは、そこを改善すべきであろうということになりました。キャパシティ

の問題があるので、例えば町田で一番広い市民ホールでやっても溢れさせなきゃいけないと思っていますので、抽選

する／しないというところではクラブとしては常に抽選になるぐらいしっかりとサポーターの皆さんを集めなきゃいけないと

いう思いではおります。成瀬の総合体育館を借りられたら結構いいなと思いますけれど、使用状況見ると厳しいかな

というのがあります。本当に絞ろうと思って抽選にしているわけではなくて、施設の事情とかがありますので抽選にさせて

頂いているという部分はありますが、優先としてはお越し頂いた方にしっかりと選手を見て頂こうということでやっていま

す。街に出て行って、街で終わるというのを諦めたわけでもないので、もちろんそこも引き続き何か考えながらやってい

きたいなと思っておりますけれども、まずは昨シーズンのシーズン終了報告会での限界を感じたというようなことです。

（報告会の）会場に私が行って一発目でクレームが入ったのでダメだなと。色々とまた改善はしていきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

質問者J氏： 

よろしくお願いします。2018年を振り返って、シーズン終盤まで優勝争いをして、サポーターとしても終盤、残り3試

合のホーム戦で選手の気持ちを高めるためにバスの入り待ちを行いました。そのバスの入り待ちの件で気になったのが、

アウェイ（チーム）のバスとホームのうちのバスが入ってくるタイミングですね。大分戦と福岡戦がアウェイバスの方が先

に来てしまって、若干サポーターもぐちゃぐちゃになりそうで、特に最終戦の東京ヴェルディ戦はホームとアウェイのチーム

バスが同時に来るとは僕らも思わなくて、どう応援の振り方をしたらいいのか若干悩んだところがあります。あとは自分

たちの応援以外にも（チームバスが）同時に来た場合に、アウェイサポーターも選手に声を届けたいからと（バスの

方に）来ると思うんですね。その時にサポーター同士で、無いように僕らは心がけてはいますけれど、仮に揉め事とか

もこれから上のクラブ、血気盛んサポーターもいるクラブと戦う時にはあるかもしれないと思います。そうするとＪリーグ

側から制裁金など罰金があって、クラブ側の経営の方にも多分負担かかってくると思いますので、是非そちらのバスの

時間の方を今シーズン以降から調整できるのであればという提案をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

大友： 

ありがとうございます。ご心配頂いてありがとうございます。そうですね、なんとなくバスに待ってとかは出来ないだろうなと

は思ってはいるんですけれども。ちょっと運営の方に、また是非投げかけてみてください。私の方からも投げかけておきま

す。ありがとうございます。 

 

佐藤： 

はい。ありがとうございます。それでは奥の方お願いします。  

 



質問者K氏： 

ちょっと前に神戸さんがスタジアム内をキャッシュレス化するみたいな話題になっていましたけど、ゼルビアさんはそういう

電子マネーとかを使えるようにする予定というか、計画はどうでしょうか。こういう話をするのは、昨シーズン、スタジアム

で「電子マネーが使えますか」とかいう質問を何回か聞かれたことがありまして、「電子マネー使えないよ」と答えたら、

「じゃあATMはありますか」と聞かれて、ATMはコンビニまで行かないとかなり遠いので。最近の若い人たちは、電子マ

ネーを多く使う人が増えているらしく、あまり現金持ってないらしくてチケット買ったらご飯食べられなくなっちゃったみたい

な話をしていたので、ぜひ今年、IT企業さんのグループになったことですし、是非そういう電子マネーとか導入して頂き

たいなと。さっきキッチンカーの並びの話もありましたけど、ゼルビアさんからやれとは言えないでしょうけど、もしそういうと

ころにも導入できれば、列も少なくなって新しく来て頂いたお客さんにも快適にスタジアムで過ごしていただくというのも

重要なことかと思いますので、是非その辺のことも進めていただきたいなと思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。クラブ内でどこからスタートできるかは未定ではござますけども議論はしております。給料日前と

給料日後というところで非常に顕著に売り上げ（の差）というのは出ておりますので、あのキャッシュレスだとそこを皆

さん回避できるのかなという議論もありますし、バスもそうですけどもの交通系ICカードという部分に関しても促進して

いきたいというふうに考えております。ありがとうございます。 

 

佐藤： 

はい、ありがとうございます。それではもうそろそろ第一部は時間が来ますので、あとお一人様いらっしゃいましたら、お

願いします。 

 

質問者L氏： 

先ほどの新体制発表会にちょっと絡んだ話ではあるんですけれども、今シーズン、サポーターと選手で触れ合える機会

というのは何か考えておられますでしょうか。前に一度シバヒロの方で運動会みたいなのをサポーターと一緒にやったこ

とがあったと思うんですけれども、そういったところは何か計画されていますでしょうか。 

 

大友： 

常に毎シーズンそういうことができればいいなと思いつつ、色々なスケジュールの問題とかがありまして定期的に出来て

いない部分があるんですけれども、ちょっと時期は未定ですけれども、何をもって触れ合いとするのかというのもあります

けれども、そういう機会というのは作っていきたいというふうには考えております。先ほどのPVもそうですけれども、触れ合

った方が、私が「来てね」と言うよりは選手が来てねと言った方が百倍すごいと思いますので。ホームタウン活動を含め、

そういうところは今増やしていっているというような状況でございます。ありがとうございます。 

 

佐藤： 

はい、ありがとうございました。それではお時間となりますので、一旦休憩を挟まさせて頂きます。15時20分から今度

は強化の方針について、話を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは休憩とさせて頂きま

す。  

 

 

 

 

 



第二部 

 

佐藤： 

それではお時間となりましたので会を再開させて頂きます。ご質問される方は一番初めにお名前を。議事録には名

前は載りませんのでお願いします。またおひとり様1回につき１質問でお願いをしたいと思います。 

それでは強化におけます2018シーズンの振返り、2019シーズンの展望につきまして、お話を頂戴いたします。それで

は丸山強化部長よろしくお願いいたします。 

 

丸山： 

改めまして、皆さんこんにちは。強化の丸山です。日頃より皆さまにはご協力、ご理解頂きありがとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。併せまして昨シーズンの応援、サポートありがとうございました。皆さんの力を頂きまして、

４位という成績で終えることができました。私としましては現場の選手、スタッフがクラブ力以上のものを示して頂いた、

そんなシーズンだったのかなというふうに思いますし、皆さんもきっと楽しんで頂けたり、喜んで頂けた充実したシーズン

だったのではないかなと思います。しかし我々はプロである以上、満足することは絶対にいけませんし、今も話に出てい

たことでありますが、タラレバですが（あと）１勝できていればとか、（あと）１点獲っていればとか、それはシーズンを

積み重ねのことなので、そこのところは絶対満足せずに今シーズンもまた取り組んで行こうと思います。 

昨シーズンはまずは６位以内というクラブとしては背伸びをした目標を掲げました。皆さんも「大丈夫か？」と思ったと

ころも正直あったのかもしれませんが、やはりライセンスがない我々のクラブが６位以内に入るということは、いろいろな

ものを動かすことにもなり得るかなというのもありました。ただ終わってみれば、相馬監督が今シーズンで6年目になる

のですが、積み上げてきた継続力というものは凄いものなんだなと私も改めて感じましたし、あと連敗の時期、勝てな

い時期もありましたが、相馬監督をはじめスタッフがぶれずにやり続けたことに選手もしっかりついてきてくれたからこそが、

シーズン最後まで戦えた要因だったのではないかというふうには思っています。やはり戦術とか諸々もありますが、それ

は監督の仕事であり監督がしたいことを選手が体現するということで、選手も継続してきている分、自分たち個人個

人で考え、グループとしてもそれぞれもの凄く考えて良い方に嵌ったゲームが多かったのではないかなと思っています。 

それと6位以内に入れた要因として、昨年私がこの席で2017年シーズンのひとつ反省として、ホームで勝てなかった

ことを挙げさせて頂いたと思いますが、その時も一人一人に正解がない中で「どうして勝てないと思う？」と問わせて頂

いた、面談をさせて頂いたわけですが、結果色々やり方を変えたというのはあるにせよ、何がというわけではなかったの

ですが、やはり（今年は）ホームで勝てたことというのは、このクラブとしてもの凄く大きかったのではないかと思います。

数字で振り返ると2017年シーズンは確か（ホームでの勝利が）4勝で、2018年シーズンが10勝できたというのも

やはり大きかったのではないかなというふうに思います。 

あと結果を見てみれば、大崩れすることはなく2点差以上で負けたゲームというのは数が少なかったですし、かと言って

大勝したゲームも少ないというのもある意味特徴ではあります。ただそれも本当にぶれずに積み上げてきているものが

示せたというところになります。やはり21勝するというのは相当だと思うわけですね。2回に1回は勝つということは相当

だと思います。私がこんなことを言ってはいけないのかもしれないのですが、本当にそれぐらい素晴らしいものを現場の

人達は示してくれたと思っております。相手にしてみれば町田って面倒くさいなというか、相馬さんとか丸山さんの性格

が良く出ているよね、と。それは褒め言葉だと思うのですが、相手にとって嫌だというのはある意味素晴らしいことだと思

います。ですので、そこもやはり継続して大事にしていきたいなと思っています。 

シーズンが始まる前にサイバーエージェントが入ってくるというのは全然存じ上げてなかったのですが、ライセンスがない

中でも2018年シーズンを戦ってくれる選手、スタッフが、やはり最後本当に頑張ってもＪ１に行けない状況におかれ

ていても最後まで頑張るという。人ってなかなか目標がなければなかなか頑張れないと思うんですよね。そういう中で

結果ももちろんそうですけれども、本当に想いを持ったプレーをしてくれたり、色々と個々思う部分、みんな思っていた

部分もあると思うんですけれど、例えば自分のプライドだとか。ただ何かを頑張ることで自分たちが世の中を変えられる、



そこを信じてやってくれた選手、スタッフだと私はそう感じています。それがまた12月にライセンスの緩和がリリースされた

りというところが実際にあったり、今度天然芝のグラウンドができるとかというところは、やはりそこを信じて戦って、あわよ

くば一つてっぺんの所が見えなかったというのは意味がある、そこにはやはり数字には意味があることだとは思いますが、

本当にそういう中で戦い続けてくれたことというのは、本当に私は誇らしかったなというふうに心の底から思っています。

ただこれも欲を言いますと、プレッシャーがない中でというのもどうしても言われてしまう。ノープレッシャーだからこそ最後

優勝を争えるところまで行ったのかと。我々にプレッシャーがなかったわけではないですし、そういう言い訳無しの状況を

作ってあげたかったなというのもシーズン中に思っていました。それはハード面でもそうです。今までの課題でもあります

が、日々のトレーニングの中でも、よくあの固いグラウンドでインテンシティの高いトレーニングを重ねて「こいつら凄いな」

と。その日々のトレーニングをやっているからこそ、こういう結果が生まれるわけで。日々のトレーニングがなければ絶対

にこんなに選手が結果で示してくれるということはないので、そういう面でも本当に素晴らしいシーズンだったなと感じて

います。 

先ほどもお話したとおり、相馬体制6年目ということになりますが、今までもそうですが土台は積み重ねてきたものがあ

るので、継続力を武器にこのチームの合言葉である「同じ方向を向いてチーム一丸となって戦う」ということを賛同して

くれる選手26名で現状スタートになります。 

Ｊ２も毎年毎年そうなんですが本当に難しいシーズンでありますし、唐井GMからも話があったとおり、本当にＪ3に

落ちてもおかしくないような、まだまだそういうクラブ規模とも思っているので、まずはしっかりと残留をして、その中でＪ

１を目指して取り組んでいく2019年にしたいなと思っています。Ｊ２のクラブさんは色々と手腕を発揮する、本当に

いろいろな考えを持たれている監督さんがいらっしゃって、Ｊ２の参加って本当に面白いなというふうに私も見ていて

思います。だからこそ簡単に勝てる試合なんか１試合もないですし、やってみないと本当に分からないですし、それが

またサッカーの面白さでもあると思います。今年は強烈な柏レイソルさんが野津田にも来ますし、昨年も新潟さんに来

て頂いたり、天皇杯でも鹿島さんとできるというのは我々も楽しみでしたし、皆さんも本当に楽しみな試合になったと

思うんですよね。ただそういう楽しみというか、我々はプロである以上そこは結果を求めてチャレンジして取り組んでいき

たいなと思っています。 

今シーズンの展望といいますか、まず今シーズンの編成をする中で心がけていたことがあります。それは４位を示してく

れた選手をリスペクトすること。これはまず非常に大事だなと思いました。やはり彼らが何度も言うように示してくれたと

いうことを、本当に感謝の気持ちを伝え、それを出来る限り表現できるようなことがまずは大事だなと思いました。そし

てこれもずっと話しているところですが、やはり継続力として積み上げてきたものに対してバランスを崩さずに進化させる

という編成を心がけました。そのことが、今後我々の未来に繋がると言いますか、Ｊ１に繋がるということを信念に思っ

て編成をしました。そこにはやはりサイバーエージェントが親会社になってくれたということは間違いなく明るい兆しという

か明るい光を照らしてくれたというのも実際に感じています。まずそこは監督が残ってくれたり、選手が残ってくれたり、

それなりの選手がまた入ってきてくれたりというものは、本当に大きかったと思います。 

あとは先ほどと重複してしまいますが12月中にＪ１ライセンスの緩和のリリースがあったこと。これも非常に大きかったと

私は思います。それは（ここにいる）２人を持ち上げるわけではありませんが、日々Ｊリーグさんとコミュニケーションを

とってくれたからこそ、このタイミングでリリースになったのではないかと。あまり私も多くは聞かないですけれど、でもそれは

間違いなく大きかったなと。だからこそ2019年を戦ってくれる仲間があまり外に出なかったというのは正直あると思って

います。 

やはり今年も結果を示さなきゃいけないという中で、やはり想いが伝わるプレーというのは毎年毎年言っていますが、そ

こはもの凄く大事だと思います。絶対に諦めなかったり、最後まで走りきる、戦いきるとか。本当にお金を払って興行を

見に来て頂いて、時間を割いて頂いている皆さんにそれなりのものを示さなければいけないというのが僕らの義務だと

思いますし、それを示せる権利を持たせて頂いてるというふうにも思いますので、やはりそういう部分も、ありがちかもし

れませんが人を感動させるとか、日常生活の中でゼルビアがあるから頑張れるとか、綺麗事かもしれませんが、そうい

うふうに思ってもらえるようなチーム作りを今シーズンもしていきたいと思います。あと我々のクラブが今後生き残っていく



ためには私はアカデミーであり、育成だと思っています。橋村（龍ジョセフ）を昨シーズンから２種登録としてトップに

帯同させて、ユースの方には帯同させていませんでしたが、やはりそういう選手を今後も増やしていく。ユースもＴ１リ

ーグに昇格してそういう意味でも楽しみにして頂ければと思います。ジュニアユースもやはりトップが結果を出すことでそ

れなりの選手が来てくれたりということで、いつも私もアカデミーの方から結果出せ、結果出せと冗談半分にいつも言

われているんですけれども、やはりトップがそういうものを示せれば子ども達もこのクラブに入りたいなと思うのは当たり前

だと思うんですよね。なので橋村なんかも頑張らないといけないと思いますし、皆さんもまた期待している部分だとは思

いますが、そういう選手を数多くトップに繋げられるような、実際にキャンプにもユースも連れて行きますし、我々のゼル

ビアに縁があって今大学で頑張っている選手とかも引き続き見ていますし、交流を図るということは非常にこのクラブに

として大事になってくるかなというふうに思いますし、より注力して取り組んでいきたいと思っています。 

あと私は強化部長をさせて頂いていて今シーズン６シーズン目になるわけですが、初めて部下ができます。（会場笑） 

今まで強化部長と言っていましたけれども、もちろん上司は唐井GMですが初めて直属の部下ができます。平本一樹

さんです。昨年は色々ホームタウン活動であったり、そういう所で頑張ってやってくれていて、彼とも強化に入るにあたり

私もしっかり話をしました。彼は強面というか、本当は優しいところがあるんですけれども、やはり話していて2012年の

降格を彼は未だ引きずっています。それで出て行ってしまったことを本人は引きずっています。そこで本当は大きな声

で言ってはいけないのかもしれないですけれど、やっぱりヴェルディさんの選手という印象があると思いますが、１年しか

いなかった町田に（来た）、というのは色々な想い、もちろんゼルビアも好きだったんだと思います、彼も。じゃないと

戻ってこないと思いますし。やはり彼も私がしっかり育てていかなければと思いますので、皆さんにはムスッとしていますけ

ど性格はムスッとしていませんので、どんどん話しかけて頂ければと思います。グラウンドとか来ることもあると思いますの

で、彼ともいいコミュニケーションを図りながら、またやっていきたいなあと思いますのでその点もまた皆さん温かくも厳しく

育てて頂けたらと思います。簡単ではございますが私のご挨拶とさせて頂きます。今シーズンもこれだけ多くの方に、去

年よりもたくさんの方に来て頂いているということで、それだけ注目もあると思いますので、是非皆さんと楽しんで、良い

シーズンにしたいなと思います。いい時だけではないので、どんな時も一緒に戦って頂ければと思います。今シーズンも

よろしくお願いします。以上です。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それでは55分まで質疑応答の時間とさせて頂きます。強化に関してご質問、ご提案がありまし

たらお願いいたします。 

 

質問者M氏： 

今回強化ということで質問させていただきます。今回は4位というとんでもなく凄い成績を収められたということで我々

も感動しております。その中でちょっと一つだけ首を傾げるというか何でなんだろうと思ったことがあるので、実際にサッカ

ーを専門的にやってきた人間でもないのでもしかしたら的外れなことかもしれませんが、どうも他のチームはロングスロー

をよく使っているなと思ったんですけど町田ってあまりロングスローを使わないなと思ったんですけれども。敢えてやってい

たのかなと思う部分もあるし、そうでもないのかなと思ってはいるんですけれど、そこのところをどう考えていらっしゃってい

たのかということをお伺いしたいと思います。 

 

丸山： 

ロングスロー武器ですよね。（会場笑い） 

もちろん選手の身体的なものであったりとか、あるに越したことはないとはもちろん思いますし、そういう選手を引っ張れ

るように気にかけてやっていきたいと思います。あとはトレーニングでもスローインのトレーニングを心がけていきたいと思

いますので、ご質問ありがとうございます。 

 



質問者N氏： 

よろしくお願いします。お伺いしたいのは、選手への戦術の伝え方についてです。先ほど相馬さんと丸山さんのやり方

が敵にとってはすごく嫌らしいということで、選手間、今までの蓄積もあり昨シーズンは選手にそれぞれ考えてもらったそ

の結果が嵌ったというお話でしたが、チームが掲げる戦術を最後の最後まで全員が統一意識としてやることっていうの

は、言うのは簡単ですけれども実践させて最後までやるのはとても難しいと感じていて、それを誰が出ても最後の最後

まで出し切れるような体制に整えるための日頃の伝え方とか準備というところを、相馬さんと丸山さんが意識されてい

るところがあれば教えて頂けますか。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。基本的に戦術に関しては、私は口出しを一切していなくて現場に任せています。そこは

相馬が徹底してやってくれるところであり、発信しているところもありますし、そこにしっかりコーチ陣も理解をして発信し

ている。監督一人ではなく、監督がいてテクニカルスタッフがいて、いろいろな役割のスタッフがいて、やはりそこはトレー

ニングの中でもリアルなトレーニングと言いますか、そういうものをしているからこそしっかりと落とし込めているんじゃない

かなというふうには思います。本当に皆さんもある程度今相馬が掲げているサッカーというものがどういうサッカーなのか

何となく出てくるところで、同じ答えにもなるところもあると思うのですが、やはりそれは日々のトレーニングの積み重ねじ

ゃないかなと思います。それで選手もしっかりそこに納得してついてきているからこそ、そういうものを試合で表現できる

のではないかというふうには思っています。走らないと試合に出られないというのはもう皆さんご存知かと思いますが、や

はりそういう日々の競争の中で、戦術云々というよりまずは個人個人がやらなきゃいけないようなことが出来ないと、こ

のチームには居られないみたいな雰囲気はあるとは私は感じています。以上です。 

 

質問者N氏： 

ありがとうございました。  

 

質問者O氏： 

今、近代サッカーではボランチという位置が非常に重要視されておりまして、アジアカップでもボランチの必要性がある

んですけれども、今年のチーム編成を見るとボランチがどうもウィークポイントのような気がいたしますけれどもその辺の

補強の方針をお聞かせください。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。私はそういうふうにはちょっと思っていないんですけれども、もちろんリ・ハンジェがチームを

引っ張ってくれている中で、井上裕大であったり、森村、フランクとそれから今回佐野海舟というこれも将来性豊かな

選手がいますし、それぞれ特徴を持った選手が来てくれて、また残ってくれたんじゃないかなと思っています。ボランチは

彼らだけでなく、端山だったり戸高だったりも出来ますし、近代的なサッカーはボランチも大事だと思いますが、全部大

事だと思いますので、その中でも自信をもってやってくれる選手がいてくれているんじゃないかなと思っています。以上で

す。 

 

佐藤： 

はい、ありがとうございます。 

 

質問者P氏： 

ちょっと一点聞いてみたいことがありまして。先ほど佐野海舟選手の話が出ましたけれども、どうしてもこれは印象論な

のですが、FC町田ゼルビアと言いますと有望な大学の選手が多く入ってくるのかなというようなファンとしてのイメージに



過ぎないんですけれども、そういったイメージがあった中で今回高卒ですとか、あるいは他の強豪チームのアンダー23と

かそういったところからいろいろなスカウト網と言いますか、そういったところを駆使して入ってきているのかなというふうに

思うんですけれども、ああいった形で非常に手広くあの有名な選手を集められている要因というのを、お話できる範囲

で是非教えて頂ければと思います。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。お褒めの言葉を頂いているという認識でよろしいですか。ありがとうございます。 

もちろん私ひとりでは何もできませんし、そこはもちろん唐井GMもいろいろな人脈ですとか、今までの経験ですとかとい

うところを私もいろいろと報告、連絡、相談というのはさせて頂いてますし、あとは今まで地道にやってきている高校さ

んとか大学さんとの関係というのもありますし、あとはいろいろな人の縁と言いますか、例えばサッカー界でもスカウトの

方が他のチームにいたりとか、やはりいろいろな情報交換はある中でそういうところに気を配れるようになってきたりとか、

いろいろなところに足を運んでみようというのは思っています。その中で先ほどお話したとおりマンパワーが一人増えまし

たので、クラブの理念に合った選手を引っ張ってくることができたらいいんじゃないかなと思います。ただ、なかなか現状

では大卒でトップ中のトップのクラスの選手を連れてこられるかというと、まだ連れてこれないというのが正直なところで

す。しかしながらそこに注力するのではなく、先ほど私がお話させて頂いたように独自のクラブのアカデミーの選手を育て

たい。それが我々の生きる道だと思いますので、そちらの方が大事になってくるんじゃないかなというふうには思っていま

す。以上です。よろしいでしょうか。 

 

質問者Ｐ氏： 

ありがとうございます。 

 

質問者Ｑ氏： 

よろしくお願いします。少し私の考えを共有させて頂いてから質問させて頂きますが、先ほどおっしゃって頂いたとおり

FC町田ゼルビアのチームとして若い選手を育てていくというところに私もすごく共感しておりまして、例えば今年、新潟

さんですとブラジル人の選手6人を獲得したりして、即戦力である選手を海外から連れてくる方針だと思っているんで

すけれども、ゼルビアとしては若い選手、町田で育ったりとかという選手を育てていくという方針で、その中で昨年だった

と記憶しているんですが、酒井さんをはじめセルビアの方に行かれたりしたと思うんですけれども、近年海外のチームと

提携をしたりして若い選手の人材交流などを行っているようなチームがＪリーグでもどんどん増えてきていると。例えば

マリノスさんであればマンチェスター・シティとかと連携をとったりされているんですが、ゼルビアはそういった海外のチームと

の若い人材の交流といった意味で、そういったことを行おうというような考えなどはあるのでしょうか。強化の話として質

問させて頂きます。 

 

唐井： 

ご質問ありがとうございます。サイバーさんと組むにあたってもFC町田ゼルビアは都市近郊育成型クラブとしっかり自己

規定をして、先ほど東京のクラブの利点というようなこともおっしゃっていましたけれども、町田でなければならない、町

田だからやるんだということもございまして、それはまさに大友、丸山の二人が生まれた年にエフマチが出来てそれから

42年目になりますが、ここまで成長してきた私どものアイデンティとして「町田として選手を育てるんだ」ということにもう

１回取り組みたい。ですので、まだ声高にはしていませんけれども、実は私たちのなかの裏テーマではエフマチの復活と

いうようなことを考えています。結局川崎に小林悠君、大宮に大前元紀君、Ｆ東に太田宏介君とみんな町田の出

身なんですね。しかしながらゼルビアにはいないということで、さきほどの守屋さんの理念のなかにも3番目には「町田の

こども達の健全な育成と夢の創生」ということで、ゼルビアで夢を果たすんだと。ということで、この数年間アカデミーの

改革には取り組んでまいりまして、その中のひとつの事例として酒井をFKヴォイヴォディナ・ノヴィサドに1年間研修に



行かせました。それはまさに人、すなわち指導者になりますから、丸山が申し上げたようにアカデミーから選手を育てる

ということに繋がります。また、昨年はヘッド・オブ・コーチングで小野伸二らを育てた大ベテランの古川先生にもアンダ

ー13を見て頂き、先ほど丸山もユースがＴ１に上がりましたと言っていますが、今アンダー13の方もずっと試合を勝ち

続けていまして、東京ではいま上のカテゴリーに行こうとしています。ということで、まだ目に見えているわけではなく、簡

単ではありませんが、着々とホーム・グロウン・プレイヤーということでアカデミーから育てた選手がプロチームに何人いる

かというような制度を今Ｊリーグが設計しているような時代の中で、きちんと我々もそれをやらなければならない。それ

と酒井が１年行ってきただけではなくて、一昨年酒井が1年行きましたヴォイヴォイナからアンダー17のチームが、年

末の国際大会に日本に招待されて来ました。あるいは夏休みにはユース、ジュニアユースの選手2名を2週間あまり

研修に出しています。これはもうすでに2年目をやりまして、今年3年目をやるかどうかというところです。なかなかそうい

うことが表には出にくいながらも地道に確実に取り組んでおりますので、77年生まれの大友社長、丸山強化部長、

酒井アカデミーコーチという三本の矢で、着実に都市近郊育成型のクラブとして大きく躍進できるようにと。そのために

サイバーさん、藤田さんにもまず施設ですよと（お願いしています）。なぜならばアカデミーをしっかりとやりたいからです

と、今お話しさせて頂いているところですので、ご心配頂いておりますが、今しばらくお待ち頂ければと思います。また

FKヴォイヴォディナ・ノヴィサドというのは、ラツィオのミリンコヴィッチ＝サヴィッチなどたくさんの有名な選手を出している

育成型のクラブであり、特にアカデミーダイレクターのグルイッチさんというのは素晴らしい方ですので、そこと酒井も今後

とも密接に連絡を取り合っていくようにしていきます。それと去年は5月国際ユースという東京で行われまして、応援に

来てくださった方もいますけれども、うちのアンダー14がＦ東、ヴェルディに次いで初めてアンダー14の国際大会に出

場させて頂くとか、着実にアンダー13，14のところも成長していますので、もうしばらく楽しみにして見て頂ければと思

います。 

 

質問者Ｑ氏： 

ありがとうございます。１点要望がありまして。例えば山形さんが積極的なんですけれども、比較的下部のユースの子

たちの活躍というのをSNSで写真をつけてどんどん発信してくださっています。そういったこともSNSの中の有効的な活

用の一つとしてチームとしてどんどん発信して頂ければ、若い選手が育っているんだなというのがSNSを通して分かるこ

とができますし、おそらくそこに関わるご両親とか自分たちの子どもが頑張った成果がいろんな人に見てもらえるというと

ころで、注目度も上がると思いますし、そういったことも是非考え頂ければなというふうに思います。以上になります。あ

りがとうございました。 

 

佐藤： 

ありがとうございます。それではお時間となりますのでこれにて第7回のサポーターカンファレンスを閉めさせて頂きます。

最後に運営委員の双木より締めのご挨拶を申し上げさせて頂きます。 

 

双木： 

皆さんこんにちは。長い時間、サポーターカンファレンスにお付き合い頂き、誠にありがとうございました。運営委員の双

木と申します。よろしくお願いします。 

まず大友社長をはじめクラブスタッフの皆様、お忙しい中お越し頂き誠にありがとうございました。そしてサポーターの皆

さんもシーズン始めのお忙しい中、お集まり頂きありがとうございました。昨年85人で過去最大規模となったサポータ

ーカンファレンスも今年20人増加し、約100人を超え最大規模になりました。誠にありがとうございます。昨シーズン4

位と躍進して今年も頭からシーズンのことをわくわくしている方も多いと思いますし、サイバーエージェント社のグループ

に参入して1年目のシーズンとなって、それもまたいろいろな人の気持ちもあると思います。ただクラブスタッフの方も言

われましたが、おそらく簡単なシーズンにはならないと僕自身も思っております。ですがシーズン終盤、特に去年のシー

ズン終盤の方、クラブ、チーム、サポーターが三位一体となって、ひとつになって本当に優勝争いしたこと出来たという



のが本当に僕たちの力になっています。今年クラブ創設30周年、夢のＪ１に向けてまたもう一度皆で一体感を持っ

て、一緒にクラブ、チーム、スタッフ、サポーター皆で一緒に夢を掴み取りに行きましょう。シーズン前に掲げた「夢の続

きは終わらない」が、まさしくこの言葉が今年も相応しいと思っています。皆で一緒に2019年シーズンも頑張っていき

ましょう。今日は本当にありがとうございました。 

 

佐藤： 

それでは長い時間、ありがとうございました。最高の開幕が迎えられるように、お体、気持ちのほうも高めて迎えたいと

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。 

 

 


