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１．沖縄キャンプを行ったサッカークラブ： 

 当初目標： 4 クラブ：日本国内２、中国超級・韓国Ｋリーグから２ 

 実績：  7 クラブ：日本国内４、中国超級１、韓国Ｋリーグ２  

   サンフレッチェ広島（Ｊ１）、 

ファジアーノ岡山（Ｊ２）、 

ジェフユナイテッド市原・千葉（Ｊ２） 

   横浜ＦＣ（Ｊ２）、 

済州ユナイテッド（韓国Ｋリーグ）、 

釜山アイパーク（韓国Ｋリーグ） 

   大連実徳（中国スーパーリーグ） 

 

２． 経済効果：  

クラブ関係者の宿泊： 延べ 3,736 泊（*最長：大連 18 泊、最多：岡山・済州 51 名） 

県内消費額：  7,929 万円 

経済効果：  2 億 1,615 万円（総務省経済効果試算表による） 

マスコミによる報道： 李忠成（広島）、三浦和良選手（横浜）、安貞桓（大連）など 

  アジアのスター選手が沖縄でトレーニングを行い、県外へ報道 

 

３． トレーニングマッチ： 

県内で 15 試合を開催（1 月 27 日～2 月 20 日） 

沖縄県でプロサッカークラブによる試合がまとまって行われたのは今回が初めて。 

無料で県民・サポーターに開放。（有料試合開催には、日本サッカー協会に 2 か月前に申請

が必要） 

 

４． サッカースクール： 

県内 4 か所で開催。 

参加クラブ：横浜ＦＣ、ファジアーノ岡山、サンフレッチェ広島、ＦＣ琉球 

県内児童に、プロサッカープレイヤーから学べる機会を提供。 

 

５．次年度への課題： クラブ側が求めるものを、沖縄県として提供して行くことが重要 

① Ｊリーグクラブが本拠地で使用する「ティフトン芝」グランドの整備 

② 「ティフトン芝」グランドを良好な状態で整備・維持 
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③ トレーニングマッチの対戦相手の確保 

（FC 琉球が J リーグ昇格する事も、トレーニングマッチの対戦相手が増えることを意味） 

④ 専用ホームページの設置、サポーターへの情報提供の利便性を確保する。 

 

 

 

まとめ 

プロ野球キャンプで評価された沖縄の気候は、サッカーでも評価され、初年度に当初見込

みの倍近い 7 クラブがキャンプを行った。サッカークラブキャンプは、日本・中国・韓国

に存在するプロサッカークラブ７０チームが対象の事業であり、今後の拡張性が高い。良

質のティフトン天然芝のグランド整備することに加え、キャンプで使用するクラブが満足

するレベルを維持しておくことが、サッカーキャンプ誘致事業の成功を左右する大きな鍵

となる 
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第 1 章 誘致活動 

 

今回の事業受託を受けて、私達が一番初めに考えたのが、どのチームを招聘するかという

事であった。東アジアでプロサッカーリーグを持つ国は、日本・中国・韓国である。今回

のモデル事業では、サッカーキャンプを通じてツーリズムにつなげるかということ念頭に

置きながら、観光客のポテンシャルが高い地域のクラブに来てもらうという視点を意識し

ながら、キャンプ誘致活動に入った。 

 

結論から言うと、最終的に美ら島サッカーキャンプ２０１１に参加する事となったのは、

以下の 7 チームで、当初目標の 4 チームを大きく上回った。 

 

 

 

日本のクラブ・中国スーパーリーグのクラブとの交渉は、FC 琉球が直接行い、韓国 K リー

グのクラブとの交渉は、代理人を通じて行った。 

 

 

 

J リーグクラブとは 9 月末から交渉に入り、10 月、11 月に各クラブが視察に来沖、11 月末

までにはサンフレッチェ広島、ファジアーノ岡山、ジェフユナイテッド市原・千葉、横浜

FC（順不同）の 4 クラブが沖縄でのキャンプ地およびホテルを決定、12 月 1 日に県庁で記

者会見を行った。 

 

Jリーグ

•サンフレッチェ広島（J１）

•ジェフユナイテッド市原・千

葉（J２）

•横浜FC（J２）

•ファジアーノ岡山（J２）

韓国Kリーグ

•済州ユナイテッド（2位）

•釜山アイパーク

中国スーパーリーグ

•大連実徳FC
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韓国クラブへの誘致活動 

 

韓国のクラブとの交渉は、为にエージェント経由で行った。本年度、沖縄でのキャンプを

検討したのは、以下のクラブ。 

 

FC ソウル：前年度の優勝チームで韓国 K リーグ優勝 4 度の名門チーム。今年度アジアチャ 

ンピオンズリーグ（ACL）に出場。本拠内は首都ソウル。 

釜山アイパーク：K リーグ優勝 4 回、盧廷潤（ノ・ジョンユン）、安貞桓（アン・ジョンフ

ァン）など歴代の韓国代表のスター選手を輩出。前年度順位は 8 位。本拠地は釜山。 

済州ユナイテッド：2011 年アジア大会得点王の具滋哲（ク・ジャチョル）を中心に昨年急

速に力をつけ、プレイオフ進出。決勝で FC ソウルに惜敗したものの、年間順位は過去最高

の 2 位で、本年度 ACL 出場クラブ。本拠地は韓国のリゾート地済州島の西帰浦市。 

 

一番先に動いたのは、前年の K リーグチャンピオン FC ソウル。11 月上旬にクラブ副社長

が沖縄入りして各地を視察、キャンプ地の候補となるホテルにも自ら宿泊し検討した。沖

縄滞在時には前向きな発言をしていたが、最終的には芝の状態が満足するレベルではない

とのことで今年の沖縄キャンプは実現しなかった。 

 

その後、釜山アイパークの代理人と交渉。代理人が競技場、ホテルの下見をしたうえで 12

月末に国頭村でのキャンプが決定した。引き続き、代理人と済州ユナイテッドと交渉、1 月

に入って、うるま市具志川競技場でのキャンプが決定した。これ以外にも、1 月に入ってか

ら 1 チーム交渉したが、予算の関係、競技場の関係上、沖縄でのキャンプを断念する結果

となった。韓国クラブが沖縄でのキャンプに興味を示した理由の一つに、11 月上旬に沖縄

で行われた韓国五輪代表チームの合宿があげられる。各クラブから選手が集まる代表チー

ムの合宿により、各クラブ関係者にも「OKINAWA＝温暖」の印象が浸透していた。各国

の代表チームのキャンプがもたらす心理的な効果は、今後の活動の中で参考にしたい点で

あった。 

 

韓国クラブのキャンプ地選定の特徴は、以下の 2 点が挙げられる。 

①複数の代理人に候補地と条件を探させるので、条件面で混乱しやすい。②キャンプ地の

選定が遅く、本腰を入れて探し始めるころには、为要な競技場やホテルは予約されている 

決定時期が遅いということは、（日本のクラブはトレーニングマッチのスケジュールを 12

月半ばには確定するので）トレーニングマッチのスケジュールも組みにくくなることを意

味する。長年の慣習で変わらないようであるものの、クラブ側にとって身のあるキャンプ

を過ごしてもらうためにも、キャンプ時期の早期決定するようクラブ側に働きかける継続

的な努力が必要である。 
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中国クラブへの誘致活動 

 

中国クラブへの誘致活動は、今回の誘致活動の中でも、将来への継続性、拡張性を考える

と重要であると認識し、どのように進めるかをクラブ内で議論、以下をポイントとした。 

 

 

 

1． 今後さらなるキャンプ誘致につながるクラブ 

今回の受託事業では、予算とグランドの関係上、海外からの招聘は当初２クラブになると

いう制約があったので、他のクラブに影響力のある、つまり強いクラブを呼ぶという目標

を掲げた。強豪クラブ、それも代表に選手を送り込むようなクラブを誘致すれば、それが

引き金となって将来多くのクラブを誘致する際に有益であると考えたためである。 

 

2． 本拠地のマーケットが、将来の沖縄観光にとって魅力的であるクラブ 

中国の海外旅行者数はすでに年間 5,000 万人を超え、その熱は、所得の増加や各国のビザ

政策の緩和によりますます増えて行くものと予想される。持続的な経済成長、近い将来に

実施が予想される人民元の切り上げや観光ビザ条件の緩和などを考慮すると、中国の海外

旅行者数は今後も引き続き伸びて行くことが予測される。そのような状況の中、今回誘致

活動を行うに当たり、沖縄への観光客増加への布石となるような、観光誘致の面から魅力

今後、さらなるキャンプ誘致につながるクラブ

•他チームへの影響力のある強豪クラブ

•比較的裕福なクラブ

観光に寄与することが出来る都市にあるクラブ

•多くの人口を抱える都市のクラブ

•キャンプ時の1月，2月が寒い都市

沖縄県にゆかりのある都市のクラブ

• 沖縄県-福建省 →該当チームなし

•那覇市-福建省福州市 →該当チームなし

•浦添市-福建省泉州市 →該当チームなし

•宜野湾市-福建省アモイ市 →該当チームなし
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的な都市に本拠地を持つクラブに誘致を働きかけた。また、キャンプ時期の 2 月の気候が、

寒い都市のクラブも考慮項目に入れた。沖縄の優位性は、アジアの各都市との気温差が最

大に拡大する冬にこそあると考え、特にアジアでも北部の都市に本拠地を持つクラブを一

つにターゲットとした。 

 

3． 沖縄県とゆかりのある都市に本拠地を置くクラブ 

今回の事業は、沖縄県のモデル事業として行われているので、歴史的に沖縄県とゆかりの

ある省や都市のクラブを、クラブ選定の際に考慮しようとした。沖縄県と中国の間で結ば

れている友好都市・姉妹都市は、前頁の表にある通りであった。結果的には、沖縄県と友

好都市・姉妹都市となっている都市を本拠地とするクラブは、現在のスーパーリーグの中

には存在しなかった。したがって、今回の誘致クラブ選定作業からは除外することとした。 
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中国スーパーリーグ 

 

1994 年に中国サッカー協会（中国足球協会）によって設立された中国国内のプロサッカー

リーグのプレミアリーグ。2003 年までチーム数は、1 部（甲 A 級）15、2 部（甲 B 級）12

だったが、2004 年度からそれぞれを 12 と 15 に変更。1 部を「中国超級」（中国スーパー

リーグ）、2 部を「中国甲級」と呼ぶこととなった。現在は超級のクラブは 16 と拡大してい

る。 

 

試合はホーム・アンド・アウェーの 2 回総当りである。リーグで 1 位以内に入ると、翌年

のアジア・チャンピオンズリーグに出場する権利を得る。最多優勝は大連実徳の 8 回、2010

年の優勝は山東魯能泰山。2009 年優勝は北京国安。 

 

 

 

私達は、どのクラブを呼ぶことが、キャンプ誘致の将来にとって重要かということを念頭

に、スーパーリーグのクラブを、クラブ・本拠地・本拠地の経済力・本拠地の気候・クラ

ブの影響力などを測定しようと試み、以下の表を作成し、それぞれのクラブの比較を行っ

た。 
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16 クラブのデータ一覧 

順位 

9/27 
略称 

ホーム 

 

都市 

階級 

市 

人口 

（万） 

都市一人

当り

GDP(元) 

2月      

最高 

気温 

2月      

最低 

気温 

省 

人口    

（万） 

省一人 

当り

GDP(元) 

備考 

1 
山東

魯能 
山東省  済南市 副省級市 569  49,954  6.9  -1.6  9,400  33,083  

08優勝

10ACL 

2 
上海

申花 
上海市 上海市 直轄市 949  108,018  9.2  2.2  1,921  108,018    

3 
天津

泰達 
天津市 天津市 直轄市 506  55,473  5.0  -4.9  1,115  55,473    

4 
浙江

緑城 
浙江省  杭州市 副省級市 677  63,475  9.4  2.7  5,060  42,214    

5 
北京

国安 
北京市 北京市 直轄市 849  63,029  4.8  -6.0  1,633  63,029  

09優勝

10ACL 

6 
大連

実徳 
遼寧省  大連市 副省級市 211  63,198  1.4  -5.0  4,319  34,898    

7 遼寧 遼寧省  瀋陽市 副省級市 398  56,172  -0.9  -12.2  4,319  34,898    

8 
河南

建業 
河南省 鄭州市 地級市 752  42,882  8.6  -1.9  9,869  19,593  10ACL 

9 
陝西

滻灞 
陝西省 西安市 副省級市 423  21,017  8.3  -1.1  3,705  18,246    

10 
江蘇

舜天 
江蘇省 南京市 副省級市 524  50,327  8.8  0.6  7,624  39,526    

11 
長春

亜泰 
吉林省 長春市 副省級市 358  29,337  -4.9  -15.8  2,709  23,514  10ACL 

12 
長沙

金徳 
湖南省 長沙市 地級市 245  48,170  9.7  3.4  6,768  14,405    

13 
青島

中能 
山東省 青島市 副省級市 275  52,895  4.6  -1.8  9,400  33,083    

14 
深圳

紅鉆 
広東省 深圳市 副省級市 846  79,221  19.8  12.7  9,544  37,588    

15 
重慶

力帄 
重慶市 重慶市 直轄市 393  18,025  12.8  7.5  2,816  18,025    

16 南昌 江西省  南昌市 副省級市 196  N/A 10.4  4.4  4,368  15,033    

    出典：中国統計摘要 2009、中国城市統計年鑑 2008 
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本拠地都市一人当り GDP が 5 万元以上  

 上海申花  108,018 

 深圳紅鉆     79,221 

 大連実徳    63,198 

 北京国安     63,029 

 遼寧（瀋陽）  56,172  

 天津泰達   55,473 

 青島中能   52,895 

 江蘇舜天（南京） 50,327  （単位：人民元） 

 

本拠地省一人当り GDP が 3 万元以上  

 上海申花  108,018 

 北京国安     63,029 

 天津泰達   55,473 

 浙江緑城（浙江省） 42,214 

 江蘇舜天（江蘇省） 39,526 

 深圳紅鉆（広東省） 37,588  （単位：人民元） 

 

本拠地都市人口が 500 万人以上のチーム  

 上海申花   949 万  

 北京国安   849 万  

 深圳紅鉆     846 万  

 河南建業（鄭州） 752 万  

 浙江緑城（杭州） 677 万  

 山東魯能（済南） 569 万  

 江蘇舜天（南京） 524 万  

 天津泰達（天津） 509 万  

 

本拠地省人口が 5,000 万人以上のチーム  

 河南建業（河南省） 9,869 万  

 深圳紅鉆（広東省） 9,544 万  

 青島中能（山東省） 9,400 万  

 山東魯能（山東省） 9,400 万  

 江蘇舜天（江蘇省） 7,624 万  

 長沙金徳（湖南省） 6,768 万  

 浙江緑城（浙江省） 5,060 万  
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2 月最高気温の低い都市  

 長春亜泰（長春） -4.9 

 遼寧（瀋陽）  -0.9 

 大連実徳  1.4 

 青島中能  4.6 

 北京国安  4.8 

 天津泰達  5.0 

 

優勝回数（94 年のプロ化以降）  

 大連実徳  8 回  

 山東魯能  3 回  

 上海申花  2 回  

 深圳紅鉆  1 回  

 長春亜泰  1 回  

 北京国安  1 回 （前年優勝） 

 

近年上位チーム 

 年  優勝  2 位  3 位    

 2004 年  深圳  山東魯能 上海国際 

 2005 年  大連実徳 上海申花 山東魯能 

 2006 年  山東魯能 上海申花 北京国安 

 2007 年  長春亜泰 北京国安 山東魯能 

 2008 年  山東魯能 上海申花 北京国安 

 2009 年  北京国安 長春亜泰 河南建業 

 

沖縄県各自治体と中国の友好都市（特に関連都市、省はなし）  

 沖縄県-福建省    →該当チームなし 

 那覇市-福建省福州市   →該当チームなし 

 浦添市-福建省泉州市   →該当チームなし 

 宜野湾市-福建省アモイ市  →該当チームなし 

 

これらを総合的にみて、私達は、まず、北京国安と大連実徳の 2 チームに交渉を行った。  
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平成 22 年 10 月 11 日 

まず初めに、中国スーパーリーグの設立をし、中国サッカー界の中心である中国サッカー

協会を訪問した。FC 琉球総監督フィリップ・トルシエ氏は、以前に中国代表監督のオファ

ーを受けて交渉についた経緯から、中国サッカー協会との直接のパイプがあり、今回はト

ルシエ氏の橋渡しで中国サッカー協会の曹氏との打ち合わせを持つにいたった。 

 

   

   

 資料の説明を聞く中国サッカー協会幹部 
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持ち込んだ資料を説明する過程で、 

 キャンプ時期の 2 月には平均気温が 17 度近いという沖縄の気候的な優位性、 

 美しいビーチの存在とビーチを走ることで下半身の強化と気分転換が図れること、 

 中国の各クラブ所在地から 3 時間以内の距離にあり各クラブからの選手の招集に適し

ていること、 

などを持参した県内競技場一覧と近隣ホテルの資料を利用しながら説明。各クラブのキャ

ンプ誘致成功のために、まずはサッカー協会の幹部に説明を行い、沖縄に対する理解を深

めてもらう機会とした。 

 

北京国安との交渉 

中国サッカー協会訪問の後、中国スーパーリーグの 2009 年優勝チームであり、首都北京の

クラブ、北京国安を訪問した。北京国安・张四化氏（Simon Zhang）Vice Executive Office 

Manager と待ち合わせ、まずは河北省にあるクラブ施設へ移動し見学。その後、北京国安

のホームスタジアムである北京工人スタジアムで、北京国安の副社長 张路氏(Zhang Lu)

氏、コーチ 2 名を加えて、北京国安の沖縄キャンプ誘致を行った。 

 

   

張強化部長の説明を受けるスタッフ  クラブ施設入口で張強化部長と 

 

北京国安（ぺきんこくあん） 

北京足球倶楽部を前身とし、1992 年に北京市体育局と共同で倶楽部を設立。親会社は中国

政府直属で、世界最大規模の投資会社・中国中信集団公司グループの中信国安グループ。

中信国安グループは、中国最大の金融コングロマリットである中国中信グループ（CITIC 

Group）内の一部門で、为に事業投資や情報インフラ投資、資源投資を本業としている。2009

年度は中国スーパーリーグで初優勝。上位 4 チームの参加が認められている ACL には通算

5 回、2008 年以降は 3 年連続で出場しており、2010 年には ACL グループリーグで川崎フ

ロンターレを 2 度破るなど、中国の代表する強豪チーム。アヤックス（オランダ）と提携、

レアルマドリードと株式交換、2010 年にはバルセロナと北京で対戦するなど、海外チーム

との交流も積極的なチーム。2010 年 10 月に行われた代表試合でも、U19 に 4 人、フル代
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表に 4 名の選手を輩出。 

 

＊中国中信集団公司グループ（CITIC） ： 1979 年、中国の改革開放路線を推進した鄧

小平氏のもと、中華人民共和国政府 100％出資の投資金融会社として設立。（CITIC の創設

者で初代董事長の栄毅仁氏は、93 年から 98 年まで国家副为席を務めた人物）。同グループ

は、改革開放路線の象徴的存在として国内外において圧倒的な存在感を誇り、中国を代表

する外貨の調達機関として事業を展開。現在においても、同グループは引き続き中国人民

共和国政府全額出資の国有企業であり、中国や香港の大手銀行、大手証券会社、保険会社

等の金融事業を中心に、幅広い分野の事業会社を傘下に持つ中国最大手の総合金融グルー

プとして、世界に確固たる地位を構築 

 

「中国中信集団公司（CITIC）」概要 

設立   1979 年 

代表者   董事長 孔丹（Kong Dan） 

本社   北京 

HP  http://www.citic.com./wps/portal/ 

連結総資産  2005 年度末 799,429 百万人民元 

業績   2005 年度 連結営業収益 64,897 百万人民元 

連結純利益  4,679 百万人民元 

株为構成  中国国務院 100％ 

为な中核企業  中信銀行、中信証券、信誠人寿保険、中信国際金融控股有限公司 

 

 

  

（写真左）キャンプ誘致資料を手にトルシエ氏と話し込む張副社長   

（写真右）張副社長（左から 3 人目）、張強化部長（右端）と FC 琉球スタッフ 
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张路氏  Zhang Lu Vice President 

張氏は北京国安の元 GK で、現在北京国安の副社長。また中国のテレビ

局のサッカー解説でも有名な人物 

张四化氏 Simon Zhang Vice Executive Office Manager 

  チーム強化担当者で、キャンプ地決定の現場責任者 

   

張副社長、張強化部長との打ち合わせの中で、中国スーパーリーグのキャンプの実情が、

日本や諸外国のクラブと比較して極めて特徴的であることが判明した。 

 

長い中国クラブチームのキャンプ 

・ 12 月半ばには招集し、3 月末（年ごとに変わる）の開幕までの 2 ヶ月半と、非常に長い。 

・ 12 月にリーグがフィジカルテストを実施。これに合格した選手のみがスーパーリーグ

でプレーすることが出来る。 

・ 12 月～中国の正月まで一次キャンプを行う（2011 年は 2 月 3 日） 

・ その後、リーグ開幕までが二次キャンプ。 

・ キャンプの多い場所は雲南省昆明と海南省海南島。気候はどちらも暖かい。 

・ キャンプ時のトレーニングマッチの相手は、中国スーパーリーグ、韓国 K リーグ、韓国

の大学生。 

中国国内キャンプ地でのホテルに関して 

・ 一部屋二人、部屋代が 200 元、3 食で 60-100 元。 

・ この金額でも三つ星でかなり広い部屋。 

・ ホテルは練習場に近いところを選んでいる（移動費がかからないので） 

・ キャンプメンバーは合計 45 名程度（沖縄のような海外に行く時は、前シーズンで試合

に出たメンバー中心なので 40 名程度になると思う） 

・ 昆明にはキャンプ地が 2 か所（紅塔・海梗）あり、距離は車で 20 分程度。2 箇所合わ

せて 20 面のグランド） 

・ キャンプ地選定には、監督の意見が最も強く反映される 

沖縄でのキャンプについての質問 

・ トレーニングマッチの相手はどこがいるのか？ 

・ ホテルと練習場の距離はどのようになっているのか？ 

・ 宿泊費がいくらになるのか？ 

・ グランドや芝はどのような感じなのか？ 

・ ユースが行った場合に、高校生と試合が出来るのか？ 

などの質問が北京国安サイドから出されました。張副社長からは、「北京国安がキャンプに

行けば、北京のメディアはもちろん、全国紙も取材に行くので、沖縄のことが中国全土に

報道されることになるでしょう」との説明。 
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気候に関しては、沖縄の気候の素晴らしさは認めるものの、現在のキャンプ地である昆明

や海南島も暖かいので、絶対的なアドバンテージにはならないと感じた。 

 

 1 月 2 月 

 日中最低気温 日中最高気温 日中最低気温 日中最高気温 

沖縄県那覇市 １４．３ １９．１ １４．３ １９．２ 

雲南省昆明 １．５ １５．１ ２．９ １７．１ 

 

出典：世界気象機関（ World Meteorological Organization）より。データは過去 30 年間

の平均値であるが、WMO ホームページによれば、那覇は 1970-2000, 昆明は 1960-1990

の平均値となっている。 

 

彼らの質問が、トレーニングマッチの相手（J リーグクラブ）、費用、施設面に集中したこ

とを考えると、気候面だけでは中国スーパーリーグのクラブを沖縄に誘致するのは十分で

はなく、トレーニングマッチの相手を含めた環境面の整備が必要だと感じた。 

 

FC 琉球サイドから、具体的なグランド、ホテル名を出して見積もりとトレーニングマッチ

が可能な J リーグチームのスケジュールを出して検討してもらうということで、合意した。

先に、広島や千葉、横浜、岡山などの J リーグチームのキャンプが決定していたため、ト

レーニングマッチの相手として具体的な名前が挙げられたことは相手に好印象を与えたと

感じた。 

 

その後、各競技場の芝の状態を撮影した写真など、先方の要望に極めて迅速に応対して沖

縄キャンプ決定の一報を待っていたが、進展が見られなかった。強化担当の張部長の説明

では「トップチームの監督を更迭し、新監督選びを行っているが、まだ決まっていない。

キャンプ地の決定は、我々が推薦をして、最終的には監督が納得して決めることになって

いるが、監督が決まっていない現段階では沖縄でのキャンプを決められない」「ユースチー

ムのキャンプであれば、私で決めることが出来る」との回答で会った。困難な状況の中で

張部長からは有り難い言葉を頂いたが、沖縄県のスポーツツーリズムモデル事業としてキ

ャンプ誘致に取り組んでいるクラブとしては、やはり中国スーパーリーグのトップチーム

にこだわりたいという思いがあったため、北京国安ユースチームの件は断念し、他のチー

ムへの交渉を進めることにした。（北京国安がポルトガル人の Jaime Pacheco 氏の就任発表

を行ったのは、12 月末であった。）今回の北京国安の場合のように、新規でキャンプ誘致す

る際には、監督が変わるかどうかはネガティブなファクターとなることを記憶しておく必

要があると感じた。 
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大連実徳との交渉 

 

続いて交渉にあたったのが、マーケティング資料で候補に挙げていた大連実徳であった。 

 

大連実徳 

市内中心部の「労働公園」、「友好広場」にも巨大なサッカーボールのモニュメントが置か

れるなど、サッカー熱の高い町と言われる大連にあるクラブ。正式名称は「大連実徳足球

倶楽部（略称：大連実徳）」。1994 年の中国サッカープロ化以降、国内リーグを制覇 8 回と、

中国国内ではずば抜けた素晴らしい成果を誇っている強豪。クラブには 2010 年ワールドカ

ップ南アフリカ大会の韓国代表にも選抜された安貞桓（アン・ジョンファン)が所属、中国

代表にも数多くの選手を送り込むクラブである。ホームスタジアムは、大連市金州区にあ

る、大連市金州体育場。 

 

大連実徳は、当初一次キャンプを雲南省昆明で、二次キャンプをスペインで行うことを予

定していた。今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１にどうしても中国スーパーリーグの

強豪クラブを誘致したいと考えていた FC 琉球から、何度も電話・メール・インターネット

電話などで営業活動を行った。マーケティング部の洪部長から、様々な質問が寄せられた

が、多くを 2 時間以内に、全ての質問を 24 時間以内に回答することで交渉を続けた。 

 

キャンプ会場 

キャンプ会場の芝 

 ホテルとキャンプ会場の距離 

ホテルの食事 

ホテルの金額 

沖縄にあるトレーニング機器 

移動バス 

ビザの手配 

通訳の手配 

トレーニングマッチ可能な日と、可能な対戦相手 

練習着のクリーニング業者（中国ではホテル側のサービス） 

Deal Memo 

 

交渉開始から 3 週間後、12 月 24 日、大連実徳洪部長から、今年のキャンプを沖縄で行う

ことを決めたとの連絡があった。当初契約していたスペインキャンプを沖縄に変更した理

由として洪部長は次の点を挙げた。 
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①沖縄県の地理的条件（大連に近いこと）と気候の条件が良かった。 

②11 月中に、J リーグの 4 クラブが沖縄でのキャンプを決めていたことで、沖縄県でのサ

ッカーキャンプに安心感が生まれたこと。 

③大連実徳のトップチーム監督・朴成華監督（韓国）は 2008 年北京五輪時の韓国代表監督

でもあったが、10 月に沖縄キャンプを行った韓国五輪代表チームの洪監督と親交があった

こと。 

④釜山アイパークの沖縄キャンプが決定しており、韓国人監督同士で情報交換をした様子

があること。 

⑤熱心に誘致されたこと。 

 

 

①に関しては、沖縄県の持つポテンシャルが反映されており、今後の誘致活動でも薦める

べき点であると思われる。②に関しても、毎年キャンプを張るチームが増えて行くことで、

沖縄でのサッカーキャンプに流れが出来れば右肩上がりに増えてゆく可能性を示すもので

ある。③④に関しても②と同様、クラブがクラブを呼ぶという連鎖思考が感じられる。⑤

に関しては、サッカーキャンプで沖縄県にスポーツ・ツーリズムを推進するという強い気

持ちを持って交渉することが相手にも伝わることもあるという意味で、今後の誘致活動に

勇気付けられる点であった。 
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第２章 芝生に関して 

 

各チームがキャンプ地を選定するに際し、最重要視すると挙げたのが、競技場の芝の質で

あった。芝の質が最重要ポイントとする理由を、J クラブ幹部は次のように答えた。 

 

「選手は限界まで追い込むので、芝の状態で怪我人の出方が違う。天然芝でもシューズが

１カ月に１足つぶれるが、それだけ足に負担が来ているということ。膝、半月板、軟骨は

消耗品で再生できない箇所で、怪我のために若くして引退する選手も多いため、選手から

も芝のクオリティーを求められる。この時期、内地では冬芝で芝の質は高い。沖縄は夏芝

だけで大丈夫と聞いていたが、生育が良くなく枯れ芝に近い。今回は、芝が硬いのでコー

チの判断で砂浜を走らせたりした。」 

 

では、内地の芝と沖縄の芝にはどのような違いがあるのか、参考までに現在の J リーグ本

拠地の芝を以下にまとめた。 

 

 

Ｊ１ 競技場名 形体 芝生状況 

仙台 ユアテックスタジアム仙台 サッカー場 
ケンタッキーブルーグラス

（冬芝） 

山形 ＮＤソフトスタジアム山形 陸上競技場 
ケンタッキーブルーグラス

（冬芝） 

鹿島 県立カシマサッカースタジアム サッカー場 
ケンタッキーブルーグラス

（冬芝） 

浦和 埼玉スタジアム２００２ サッカー場 
ケンタッキーブルーグラス

（冬芝） 

大宮 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮 サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

ＦＣ東京 味の素スタジアム サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

川崎 等々力陸上競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

横浜ＦM 日産スタジアム 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

湘南 平塚競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 陸上競技場 
ケンタッキーブルーグラス

（冬芝） 

清水 アウトソーシングスタジアム日本平 サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

磐田 ヤマハスタジアム サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

名古屋 瑞穂陸上競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 
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京都 西京極陸上競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

G大阪 万博記念競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

C大阪 長居スタジアム 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

神戸 ホームズスタジアム神戸 サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

広島 広島ビッグアーチ 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

※ＷＯＳ…ウインターオーバーシードの略 

 

Ｊ２  

（九州・中

四国） 

競技場名 形体 芝生状況 

岡山 Ｋａｎｋｏスタジアム 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

徳島 
鳴門・大塚スポーツパーク 

ポカリスウェットスタジアム 
陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

愛媛 ニンジニアスタジアム 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

福岡 レベルファイブスタジアム サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

北九州 本城陸上競技場 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム サッカー場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

大分 大分銀行ドーム 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳなど 

熊本 ＫＫ ＷＩＮＧ 陸上競技場 ティフトン ＋ ＷＯＳ 

※ＷＯＳ…ウインターオーバーシードの略 

 

気候面では優位性の高い沖縄県が今までプロサッカーチームのキャンプ誘致がなかなか進

まなかった理由の一つが、プロサッカーチームの求める芝生の質と県内競技場の芝生の違

いにあった。新規県内施設のいくつかは、パスパラム芝を使用しているが、別表のように、

ほとんどの J リーグの本拠地の芝生は夏芝のティフトン芝である。今回、本部陸上競技場

は、宿泊施設の質の高さ、練習場との距離などの点で、今回のキャンプでは最高レベルで

あったが、残念ながら同じ夏芝でもパスパラム芝だったため、その点では強い改善の要望

を頂くことになった。芝に関する意見としては、それぞれ、 

 

・ いつもの芝と違うので違和感を覚えた。 

・ 芝が薄く下の土も硬いため、それがダイレクトに膝に負担としてかかり、疲労蓄積が

大きかった。 

・ 芝の張り方が密ではないため、ボールが走りすぎて、プレーがしにくかった。 

 

などの感想を残した。また、ある J リーグクラブからは、「頑張って芝生のレベルを上げて

ください。そうすればもっと J のチームも来ます」との意見が出されたが、同時に、「宮崎
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や鹿児島の芝のレベルは非常に高いです。九州のグランドは、キャンプが決まると、基本

的には十分に肥料を与えエアレーションなどの手入れを行い、３０-６０日間は他には使用

させない」との意見も出された。キャンプ誘致には芝がそこまで重要であること、誘致の

競合となる九州の自治体では、芝の管理に前述のような養生をしてクラブを受け入れてい

る事は事実であり、今後沖縄県としてキャンプ誘致を行っていく際には、認識すべき事実

である。 

 

一方で、ティフトン芝に冬芝をオーバーシードした西原町民陸上競技場グランドは、トレ

ーニングマッチ、キャンプとして利用した各チームから好評であった。ある外国のチーム

は、パスパラム芝ではこれ以上練習できないと申し出て、最初の数日間トレーニングを行

った西原のティフトン芝のピッチで練習できなければ本国に帰ると言いだす事態に至った。

この時は、本部のキャンプを途中で切り上げ、再度西原に協力頂いて提供頂きトレーニン

グを始めて事なきを得たが、今後 J リーグチームやアジアのトップレベルのチームを誘致

していくには、トッププロチームが通常の練習で使用している「ティフトン芝」での練習

場が望ましい これにプラスして、できれば冬芝のオーバーシードのピッチを整備するこ

と、パスパラム芝の競技場に関しては、少なくともキャンプ時期の芝質の向上のため、冬

芝のオーバーシードが必要だと強く感じられ、サッカー協会、各自治体、県全体で認識の

共有が必要だと感じられた。 

 

（用語補足） 

ティフトン（Tifton）：米国ジョージア州ティフトンにあるコースタルプレイン農業試験場

で開発されたバミューダグラスと呼ばれるアメリカ原産の草種名。暖地型芝生の中で特に

繁殖力が強く、回復力が強い芝を造ることから J リーグの本拠地や国立競技場などで利用

され、ウインターオーバーシードのベースの芝として向いている芝。为な品種としてティ

フウエイ（Tifway；ティフトン 419）、ティフグリーン（Tifgreen；ティフトン 328）、ティ

フドワーフ（Tifdwarf）などがある。 

 

使用例：アメリカ国内でもメジャーリーグのスタジアムや、アメリカンフットボールの競

技場で幅広く使用されている。沖縄県と気候の似ているフロリダ州にある以下の 2 つの

NFL スタジアムも、Tifway419 というティフトン芝を使用している。県内では、西原町民

陸上競技場などで使用されている。 

 

レイモンド・ジェームス・スタジアム：フロリダ州タンパにあり、NFL タンパベイ・バッ

カニアーズの本拠地。2001 年と 2009 年にはスーパーボウルを開催している。 
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サンライフ・スタジアム：フロリダ州マイアミにあり、NFL マイアミ・ドルフィンズ、MLB

フロリダ・マーリンズの本拠地。1989, 1995, 1999, 2007, 2010 と 5 度のスーパーボウルを

開催。 

 

ファジアーノ岡山がキャンプを行った具志川 
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ジェフユナイテッド市原・千葉がキャンプを行った「あかんまサッカーパーク」 
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釜山アイパークがキャンプを行った国頭 
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サンフレッチェ広島、大連実徳がキャンプを行った本部町民陸上競技場 
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第３章 キャンプ 

 

ホテル・競技場の選定 

 

ホテルの選定は、キャンプを行うクラブにとっては、競技場の芝生の次に重要な案件であ

る。クラブによって多少の差異はあるものの、クラブ側から出されたホテル選定のための

チェック項目は以下のようなものであった。（芝に関しては、第２章で述べたのでここでは

触れない） 

 

全体 

① 競技場の施設内容 

② ホテルと競技場の距離（最高でも３０分以内、１０分が理想） 

③ 1 泊３食の金額 

④ ワンフロアーを貸し切ることが出来るかどうか？ 

⑤ インターネット環境 

⑥ 周囲でジョギング（朝）する環境 

 

①競技場には、次の施設が要望された。 

a) 2 面の天然芝グランド 

b) ゴールが 2 セット（4 個） 

c) リハビリに使えるジム 

d) ロッカールーム 

 

a): 天然芝が 2 面あると、監督・コーチが同時に 2 つのメニューを立てることが出来るので

効率的にトレーニングを行うことが出来るし、全てをコントロールしながら出来るので有

り難いとのこと。今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１の会場では、ジェフ市原・千葉

がキャンプを行った「あかんまサッカーパーク」（石垣島）と、ファジアーノ岡山がキャン

プを行った「具志川多目的競技場」（うるま市）が 2 面の天然芝を持つ競技場であった。 

 

b): ゴールが 2 セットほしいという要望も高かった。国頭陸上競技場でキャンプを行った釜

山アイパークは、どうしても 2 セット必要ということで、辺土名高校の協力で、キャンプ

期間中、辺土名高校のゴールを 1 セット借りることで対応した。 

 

c): 今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１でジムが併設されていたのは、ジェフ市原・千

葉がキャンプを行った「あかんまサッカーパーク」（石垣島）と、サンフレッチェ広島と大

連実徳がキャンプを行った本部町民陸上競技場であった。ジムがあると、怪我をした選手
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を（トレーニング施設のある）自分たちの本拠地の都市に戻さないまま帯同させたり、キ

ャンプ前に怪我をしている選手を帯同させることができるメリットがクラブ側にはある。

また受け入れ側には、より多くの選手を受け入れる可能性を持つことになる。 

 

これらの要求は高いと感じるかもしれないが、受け入れる側のメリットも考えられる。そ

れは、2 面のグランドがあると、大人数で同時にトレーニングが行えるので（ユースの有望

選手など）多くの選手を連れてくる可能性があることを意味するので、予算があれば整備

していく事が望ましいと思われる。 

 

 

辺土名高校からゴールを国頭陸上競技場へ運ぶ FC 琉球スタッフ 

 

 

  （左）グランドを見ながらバイクをこぐ選手（本部町） 

  （右）サッカーパークあかんま（石垣島）のジム 

 

②ホテルとの距離では、片道３０分が限界で、理想は１０-１５分との声が多く寄せられた。

キャンプ中は午前・午後と一日２回の練習を行うが、正午前後でランチタイム・休息を挟

むため一度ホテルに戻る。片道３０分の距離だと、１日２往復するため、トータルで２時

間時間を取られるのが選手の体調管理上、理想的ではないというのが理由である。多くの

チームが理想の距離として指摘する「指宿いわさきホテル」や「レオパレスリゾート」（グ

アム）では、ホテルの敷地内にグランドがあるため、バスを使うことなく、歩いてグラン
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ドまで行けるので、体調管理の面でも、コストの面でも有益との意見が多かった。 

 

③各クラブ平均延べ宿泊数が、５４１泊と多くなるため、コストの意識は高い。ただし、

②と④さらに食事のクオリティーは要求するレベルが高いので、金額が絶対条件ではない。

（特に日本のクラブ） 

 

④ワンフロアーを貸し切れるかどうかは、選手宿泊フロアーに一般の客やファンなどが入

ってほしくないという点だけではなく、廊下に磨いたスパイクを乾かしておくなど、他の

お客様への配慮もあり、どのチームも強く希望した点であった。修学旅行の予約と重なっ

てこの点が満たせなくなる可能性もあるので、早めの予約・人数確定が必要となる。 

 

⑤インターネットの環境に関しては、各部屋で高速インターネット接続を求めるクラブも

あれば、ロビーに無線 LAN がある（各客室にはない）ほうがインターネットに接続してい

る時間が分かるため、選手管理上好ましいというクラブもあった。いずれにしても、高速

のインターネット接続がないという環境はキャンプ誘致にとってマイナスとなる。 

 

⑥ジョギング環境は、脚や膝に負担の少ない走路を希望する声があり、具体的には、アス

ファルトではなくラバー（陸上競技場のトラックの素材）・芝・芝の長い人工芝・砂浜など

があれば好ましいというものだった。 

 

トレーニング施設 

① トレーニングジムの有無 

② サウナの有無 

③ トレーニング用具の有無 

④ 病院に近いこと 

 

①宿泊施設、または練習場でトレーニングジムが併設されているかどうか。この条件

が満たされると、所属選手のうち怪我人をキャンプに同行させて別メニューをさせる

というメリットがあるとのこと。また、このような施設があれば、キャンプ中に怪我

をしてしまった選手を、地元に帰らせなくてもよいという声もあった。④も同じ理由

である。 

 

②のサウナの有無も望む声が多かった。サウナに入ることで練習で体内に蓄積された

疲労物質の消化が早まるとのことで選手から要望の声が高いとのこと。プールを望む

声は少なかったが、サウナを望む声は多かった。ただし、①②とも、ホテル近くにス

ポーツジムなどがあれば、ホテルに併設されていなくてもクラブ側の要望には応えら
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れるものでもある。 

 

③は、下記写真 A のようなマッサージベッドや、下記写真 B のようなトレーニングで

使用する「コーン」のような用具、また下記写真 C の大型のクーラーボックスなど、“持

ってくるのが大変なもの”が用意されていると大変助かるとの声があった。J クラブの

場合、荷物を送るだけで４０万円ほどかかるので、コーン（トレーニングで５０個使

用）など１個５００円もしないものの場合は、沖縄で購入してそのまま競技場に寄付

することも考えたという。海外からのチームも事情は同じで、国際線の追加荷物は非

常に高額になるので、来年以降何とかならないかとの相談があった。これらは受け入

れ側にとっては費用的に大きな負担でない割に、先方のクラブの満足度も高いので、

次年度以降はキャンプ誘致のために受け入れる側で用意すると効果があると感じた。 

 

  

写真 A：マッサージベッド   写真 B：コーンなど 

  

写真 C：大型のクーラーボックス 

 

食事・その他 

① 食事メニューのリクエストが出せるかどうか 

② 一般の客と別で食事が取れるかどうか 

③ 氷／水サービスの有無 

④ 夜食（おやつ／フルーツなど）が用意できるかどうか？ 
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⑤ マッサージルーム、用具ルーム 

⑥ ミィーティングルームの有無と金額 

⑦ ミィーティングルームにおける AV 環境 

⑧ 洗濯物⇒１日２回必要なので、ホテルまで毎日２回取りに来てもらえる「提携ク

リーニング店」の有無 

 

①クラブによっては、クラブ専属の管理栄養士が事前にホテル側と相談し、メニューの内

容を事前に取りきめるクラブもあり、トップクラブになればなるほどその傾向が高いとの

こと。無理な要求はないが、料金の範囲でフレキシブルな対応が好まれる。 

 

②はどのチームも重要視していた。キャンプの一つの目的は、集団で行動することでチー

ム力を高めていくことにあるが、その目的のために食事を集団で取るということは大変重

要なことであった。以下の写真のように、宴会場を貸し切る場合は、クラブが滞在する期

間、毎日朝・昼・夕食と三度クラブの食事のために宴会場を使用できることが条件となる

ので、他の宴会スケジュールとの調整もあるため、早めのキャンプスケジュール確定が必

要となる他のお客様と完全に分かれていなくても、ある程度区切られていれば今回は OK

というクラブ（大連実徳）もあったが、他のクラブは全てクラブだけの食事スペースを求

めていた。 

 

  

 

 

③氷や水に関しては、利用料金との兼ね合いになるが、氷の提供と、毎日１本の水程度で

あれば、宿泊施設にもそれほど大きな負担ではないと感じられた。 

 

④キャンプ地、宿泊施設は必ずしも街中にあるわけではなく、宿泊者が地元の地理に詳し

くないことからも、夜食が用意できるかどうかを確認するクラブも多かった。利用料金と

の兼ね合いではあるが、おにぎりやサンドウィッチ、フルーツなどを用意できるかどうか

を確認するクラブが多かった。 
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⑤マッサージルームと用具ルームは、宿泊するフロアーの中に１室（もしくは１室ずつ２

室）、マッサージ専用の部屋と、用具置き場として使用する部屋を利用していた。マッサー

ジルームとして使用する部屋には、自ら持ち込んだマッサージ台を１－２台設置するクラ

ブもあれば、既存のベッドを利用するクラブもあった。マッサージルームや用具置き場と

して使用する部屋では、中の備品を（時にはベッドも）外に出すようリクエストを出して

いた。 

 

⑥⑦期間中、昼食後などに、戦術やトレーニングメニューの説明などの打ち合わせに部屋

を利用しており、多くの場合、食事で使用した部屋をそのまま使っていた。コンピュータ

ーを使って戦術やトレーニングメニューを選手に伝えることが多いため、プロジェクター

とスクリーンの有無を確認するチームがあった。プロジェクターはクラブが持っている場

合が多く、スクリーンも、ホテルにない場合は白い壁を利用するケースがあった。 

 

⑧練習は１日２回、午前と午後に行われるが、それぞれ新しいユニフォームまたはトレー

ニングウェアで臨む。午前に使用したウェアは、当日昼過ぎに引き取り、翌日までに洗濯・

乾燥を行い、翌日の午前中の練習で使用する。同じく、午後に使用したウェアは、当日夜

に引き取り、翌日の正午までに洗濯・乾燥を終了、翌日の午後の練習で使用する。クラブ

にとっては、クリーニング会社と提携してこの洗濯・乾燥を行う必要があり、特に言葉が

通じず地理にも詳しくない海外チームにとっては問題になっていた。今回は、韓国の２チ

ーム、中国の大連実徳は、地元のクリーニング会社を使い洗濯・乾燥を行っていた。 

キャンプでの宿泊ホテルは、必ずしも都市部にないので、ホテルまで毎日取りに来てくれ

るクリーニング会社の斡旋も、海外クラブの招聘には用意すべきポイントであると感じた。 

横浜 FC がキャンプを行った宮古島では、地元のボランティアの方が各家庭で、“ホテルで

のウェア引き取り→洗濯・乾燥→ホテルへ届ける”の作業を行っており、クラブからは j

非常に感謝されていた。今後の誘致活動では、地元自治体とホテルがこのような取り組み

を行うことも、キャンプ誘致にはプラスに働くことと思われる。 

 

車両 

① 空港⇔ホテルのバス 

② 空港⇔ホテル 荷物用のトラック 

③ ホテル⇔グランドのバス 

④ スタッフ・物運び用でワゴン 

 

①海外から沖縄に着てキャンプを行う場合、空港⇔ホテルのバスの手配がどこに頼めば良

いかわからないため、受け入れ側で到着便に合わせて大型バスを手配する必要があった。 
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写真 ４５人乗り大型バス 

 

②また、各クラブは、各選手のかばん、コーンなどのトレーニング用のもの、大型蔵―ボ

ックスや大量のサッカーボール、ストレッチマットや水など大量の荷物を持ってくるので、

大型バスだけでは収容しきれない。実際釜山アイパーク、済州ユナイテッド、大連実徳に

関しては、我々が２トントラックを手配して荷物を積み込みホテルまで届けた。 

 

写真 帰国時の釜山アイパークの荷物 
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荷物を積み込む釜山アイパークの選手たち 

 

 

写真 C 大連実徳の荷物。２トントラック一杯の荷物 

 

③ホテルからグランドやトレーニングマッチの試合会場まで、ほぼ毎日大型バスを一日貸

し切る必要がある。①と同様、海外から来るチームにはどこに依頼すればよいかわからな

いため、受け入れ側が手配する必要がある。 
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写真：本部町民陸上競技場と本部町内宿泊ホテルを往復するマイクロバス 

 

本部町民陸上競技場を利用したサンフレッチェ広島と大連実徳の送迎には、ホテル側のマ

イクロバスと本部町教育委員会のマイクロバスがあたっていただいた。今回の美ら島サッ

カーキャンプ２０１１では、平均滞在期間が１２泊であり、毎日バスを手配した場合には

クラブ側の負担は小さくないため、各クラブからは非常に好評であった。宮古島のボラン

ティアによる洗濯・乾燥サービスもそうであるが、既にあるものをうまく利用し、使い的

な負担なしに出来ることで、双方にとって大きなメリットのあることであった。 

 

④毎日の練習開始の際、何人かのチームスタッフは競技場に事前に入り、練習開始の準備

をする必要があるため、ワゴンを借りて選手・監督とは別に移動するクラブもあった。 

 

その他 

ホテルの受け入れ体制は、好意的・協力的で柔軟性があり、多くのクラブから高い評価を

得た。空港だけでなく、ホテル、受け入れ自治体で歓迎のムードを作ってもらえたため好

評で会った。 

 

 

那覇空港での歓迎（サンフレッチェ広島） 
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那覇空港での取材陣   子供による横浜 FC 歓迎パネル 

 

  

宿泊先ホテルでの歓迎看板（横浜 FC） 宿泊先ホテルでの歓迎看板（大連実徳） 
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宿泊先ホテルでの歓迎看板（大連実徳） キャンプ場での歓迎バナー（岡山） 

 

 

キャンプ場での歓迎バナー（ジェフ市原・千葉） 

 

 

町内での歓迎フラッグやサイン（本部町） 
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宿泊先ホテルでのユニフォームを着たシーザー 

 

 

空港での歓迎（釜山アイパーク）  空港での歓迎（ファジアーノ岡山） 
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第４章 トレーニングマッチ 

 

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、１月２７日から２月２０日の間、沖縄県で

合計１５試合のトレーニングマッチが行われた。トレーニングマッチの一覧と結果は以下

の通り。 

 

試合日 曜日 会場 
試合形式 

分ｘ本数 
チーム 得点 チーム 

1 月 27 日 木 国頭 30 分×3 釜山 0 X 1 FC琉球 

1 月 30 日 日 具志川  45 分×3 岡山 2 X 2 釜山 

1 月 30 日 日 宮古島 30 分×3 横浜 FC 0 X 0 FC琉球 

2 月 1 日 火 石垣島 45 分×2 千葉 2 X 1 FC琉球 

2 月 2 日 水 石垣島 45 分×2 千葉 5 X 1 FC琉球 

2 月 2 日 水 本部 35 分×3 広島 1 X 3 釜山 

2 月 5 日 土 西原 45 分×3 千葉 3 X 2 岡山 

2 月 6 日 日 本部 45 分×3 広島 1 X 5 釜山 

2 月 7 日 月 国頭 40 分×3 釜山 2 X 2 済州 

2 月 9 日 水 西原 45 分×2 大連 2 X 3 釜山 

2 月 9 日 水 本部 45 分×2 広島 1 X 0 済州 

2 月 12 日 土 本部 45 分×4 済州 2 X 2 大連 

2 月 14 日 月 西原 45 分×2 済州 1 X 1 FC琉球 

2 月 17 日 木 本部 45 分×2 大連 0 X 1 FC琉球 

2 月 20 日 日 本部 45 分×2 大連 1 X 2 海邦銀行 

 

表にあるように、試合時間は通常の前半４５分＋後半４５分ではなく、試合によってまち

まちである。これは、選手のコンディション、天候などから監督同士が話し合って決めて

いるからである。たとえば、怪我人が出ている場合は予定の時間より短いものを希望した

り、フォーメーションを試したい場合は本数を増やしたりなどである。事前に決めている

ものがほとんどであるが、中には前日や当日に話し合いで変更する場合もあった。 
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トレーニングマッチを行うための必要な準備は以下の通り 

 

① マッチメイク 

② 試合会場の確保と決定 

③ 審判の確保 

④ チームコーチングボックスの確保 

⑤ ライン引き 

⑥ ゴールの用意 

⑦ グランド整備 

⑧ ボールの用意、ボールボーイなど 

⑨ 電源の確保 

⑩ ムービーカメラ設置場所の確保 

⑪ マッチ申請 

⑫ 告知 

 

①マッチメイクは、トレーニングマッチに関する全てのことで、どのクラブとどのク

ラブが、いつ、どの競技場で、どういう試合形式で行うのか？を決めて行くことであ

る。トップクラブになれば、フィジカルトレーナーと監督が１２月頭にはマッチスケ

ジュールを決めて、キャンプインしてくるので、直前で出来るのは微調整程度である。

ただし、怪我人の状況や、選手の疲労度合等の理由から、キャンプインしてからも海

外チームの試合を中心に、何試合かは直前でのスケジュール変更があった。 

 

マッチメイクといっても各クラブにより様々な要望があり、たんに試合を組めば良

いという単純なものではない。ヨーロッパのサッカークラブの一大キャンプ地となっ

ているトルコでは、マッチメイクは専門の会社が行っているほど専門性の高い作業で、

各クラブから細かいオーダーが出され、そのオーダーに応じてマッチ・メーカーが試

合を組んでいく。たとえば、以下のようなオーダーがマッチ・メイカーに出される。 

 

・ ディフェンスの強いチームとの対戦 

・ ４－４－２のフォーメーションのチームとの対戦 

・ フランスリーグの中位クラスとの対戦 

・ ワントップのチームとの対戦 

・ パスでつないでくるタイプのチームとの対戦 

 

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１のトレーニングマッチでは、FC 琉球の GM で

ある田部がマッチ・メイカーとなり、各チームとの調整を行った。試合開始時間は多
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くの場合午後２時から３時であった。これは、遠征するクラブが午前中に自らのキャ

ンプ地で練習、昼食後移動して試合というスケジュールで試合をすることが多かった

ため、物理的に午後の試合開始になった。平日開催の場合は、観客動員、審判の確保

の点で注意を要する。 

 

②会場の確保と決定：試合会場は、基本的にはどちらかのチームのキャンプ地となっ

ている競技場となる。双方の競技場の芝を比較して良いほうを選択したり、大人数で

キャンプを行っているクラブが、A チーム（一軍）をトレーニングマッチに、B チーム

（二軍）をキャンプ地で練習させたいため相手方のキャンプ地での試合を希望するな

どケース・バイ・ケースであった。 

 

③審判の確保：各試合には、为審１名、副審２名の合計３名の審判が必要となる。報

酬は当日現地で支払うため、現金（試合本数により報酬が決まる）と領収書が必要と

なる。上記の試合一覧にあるように、平日の開催が多いため、審判の確保は余裕を持

って行わなければならない。今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、沖縄県サ

ッカー協会の全面協力を得て、無事全試合で審判の確保を問題なく行った。 

  

毎試合为審・副審計３人の確保が必要な審判 

 

④チームコーチングボックスの確保：監督・コーチ、控え選手の座る椅子やベンチ、

テント等を用意する必要がある。今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、競技

場の方と FC 琉球スタッフで設置を行った。 
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監督・コーチのいすなどを試合前までにセッティング 

 

⑤ライン引き：サイドライン、エンドライン、ゴールエリアなどの白線を選手・審判

から見やすくするために試合前に線を引き直すことが必要で、今回の美ら島サッカー

キャンプ２０１１では、競技場の方と FC 琉球スタッフで行った。 

 

  

 

⑥ゴールの用意：競技場では、芝の養生と保安の面から、ゴールを毎日撤去している

ところが多く、試合前にはゴールを運び出し、ネットをかける準備が必要であった。

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、競技場の方と FC 琉球スタッフで行った。 

 

⑦グランド整備：前述のライン引き、ゴールの用意以外に、トレーニングマッチの日

が雤天だった場合、グランドにたまった水を除去する作業が必要となる。これは、怪

我の防止のためにも、各クラブの監督が依頼した内容であった。今回の美ら島サッカ

ーキャンプ２０１１では、競技場の方と FC 琉球スタッフで行った。 
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ジェフユナイテッド市原・千葉ｘファジアーノ岡山の試合前にグランド整備を行う 

 

⑧ボールの確保・ボールボーイなど：トレーニングマッチでは、基本的にはホームチ

ーム（試合会場をキャンプ地としているクラブ）が使用しているボールを使用するが、

監督同士の話し合い次第で、前半・後半で使用ボールを変える場合もあった。今回の

美ら島サッカーキャンプ２０１１でのトレーニングマッチでは物理的に間に合わなか

ったが、参加クラブからは、ボールボーイを用意してほしいとの話があった。これは、

トレーニングマッチ中、ボールが遠くに飛んで行ったときに、ボールを拾いに行き、

ゴールキーパーの後ろに持ってくるスタッフである。また、ハーフタイムに、荒れた

芝を足で踏んでフラットにしたり、土を入れて芝の状態を守るスタッフも必要となる。

次年度以降は、地元の学生を中心としたボランティアに参加を呼び掛けていきたい。 

 

 

芝に土を入れる作業を行うスタッフ 

 

⑨電源の確保⑩ムービーカメラの設置場所：ほとんどのチームが、トレーニングマッ

チをビデオ収録するが、一部のクラブでは、ビデオカメラとパソコンを接続し、運動

量・フォーメーションなどを独自のソフトウェアで分析しながら収録していた。クラ

ブからのリクエストは、これらを問題なく動かすために、電源を用意してほしいとの

ことであった。全てのクラブに当てはまることではないが、このような分析は代表チ

ームなどでは行われており、今後クラブでも広まりキャンプ時にリクエストを受ける
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ことが増えるのではないかと感じた。競技場の理解と、１０メートル以上の延長コー

ドが必要となる。また、ムービーカメラは、全体のフォーメーションを撮影すること

が目的なため、スタンド席から撮りたいとの意向が出された。スタンド席のない競技

場では角度がないことが問題になる可能性があるので、そのような競技場で行う場合

は事前にクラブに伝える必要があると感じた。 

 

  

実際に使用した延長ケーブル   試合を撮影するスタッフ 

 

試合中にデータを入力するスタッフ 

 

⑪マッチ申請：今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、当初試合のチケットを

販売し、その売り上げを事業費に充てる計画であった。シーズン前に有料で試合を開

催する場合には、前々月までに日本サッカー協会の理事会で”プレシーズンマッチ開催

“の承認を受けなければならない。１月の試合であれば１１月の理事会で、２月の試

合であれば１２月の理事会となる。しかしながら、全チームのキャンプが確定したの

は１月に入ってからであり、全てのトレーニングマッチが確定したのは１月末であり、

有料試合の申請・承認を受けるには時間が足らなかった。また、海外のクラブと試合

をする場合は、上記の”プレシーズンマッチの開催“承認に加えて、「国際試合申請」

を行い承認される必要がある。次年度以降、質の高い試合を有料で見せるためには、

早くキャンプ参加クラブと期間を確定し、日本サッカー協会に申請しなければならな

い。参加クラブからは、有料で試合をする場合、どこで開催するのかとの質問を受け
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た。有料でやるからには、観客席の有無や、遠巻きに見ることのできる場所では開催

できない（無料で見ることのできる競技場では、有料客との間に不公平感が生じる）。

また、ピッチのサイズも公式サイズの１０５m x ６８m でなければならない。次年度

以降、有料試合を開催していくには、このようなハードの面の整備も行う必要がある。 

 

⑪告知：今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１トレーニングマッチでは、予算の関

係上、専用ホームページが作成できなかった。スケジュール、会場は FC 琉球のホーム

ページで随時更新していたが、①で述べたように、直前でのスケジュール変更や、試

合会場までの行き方の説明が、県外からのサポーターには十分ではなかったと思われ

る。次年度以降は、専用ホームページを作成して随時試合情報、試合レポートなどを

アップ、また要望のあった携帯電話でも見ることのできるサイトを立ち上げる必要が

あると感じられた。また、県外から来たサポーターの情報源となっている、沖縄タイ

ムス、琉球新報のスポーツ欄に、当日の試合情報を掲載する事も、観光客への情報提

供では有効な手段と思われる。 
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第５章 観光への効果 

 

今回、沖縄でキャンプを行ったチームの宿泊数と来沖人数は以下の通り。平均すると、12

泊、45.1 人の規模であった。各チームとも、監督・選手以外に、コーチ（フィジカルコー

チ、ＧＫコーチ）、トレーナー、ホペイロ（用具係）などがキャンプに同行し、最大の済州

（韓国Ｋリーグ）とファジアーノ岡山（Ｊ２）は 51 人の規模であった。結果として、チー

ム関係者の総宿泊数は、当初の目標であるチームの宿泊数2,000を大きく上回る、延べ3,736

泊となった。 

 

チーム関係者の宿泊数 

釜山アイパーク  16 泊×44 名＝704 泊 

済州ユナイテッド  10 泊×51 名＝510 泊 

大連実徳   18 泊×35 名＝630 泊 

ジェフユナイテッド千葉 8 泊×49 名＝ 392 泊 

横浜 FC   7 泊×40 名＝ 280 泊 

サンフレッチェ広島  11 泊×46 名＝506 泊 

ファジアーノ岡山  14 泊×51 名＝714 泊 

合計         3,736 泊 

 

チーム名 日程 ホテル 

ファジアーノ岡山 1/24～2/6 コスタビスタ沖縄 

サンフレッチェ広島 1/29～2/9 ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ 

ジェフ千葉 1/29～2/6 クラブメッド、都ホテル 

横浜 FC 1/24～1/31 アトールエメラルド宮古島 

釜山アイパーク 1/25～2/10 JAL プライベートリゾートオクマ 

大連実徳 2/6～2/24 
都ホテル、 

ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ 

済州ユナイテッド FC 2/5～2/15 コスタビスタ沖縄 

 

観光訪問したサポーターの数 

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、全 7 チームのうち 3 チームが中国・韓

国のトップチームで、Ｊリーグ同士の試合は 1 試合のみであった。トレーニングマッ

チは全て無料となったため、チケット販売数を数えることもできず、正確にキャンプ

目的のサポーター数をカウントするのは困難であった。そのような中、我々は、以下

の試合の会場で、観光で訪問したと思われる数を計測した。計測方法は、 
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（１）駐車場に止めてあるレンタカーの数を計測、 

（２）スタンドで観戦しているサポーターの何人かに直接インタビューをし、何人の

グループで来ているかを確認 

 

この（１）（２）から本土から来ていると思われる観光客の数を推測した。 

 

2 月 5 日（土）西原町民陸上競技場 ジェフ千葉 vs. ファジアーノ岡山 

（１）駐車場に止めてあるレンタカーの数  11 台 

（２）何人で来ているか？    3 人  

推測される観光客の数    33 人 

各チーム 15 人ずつ、30 人程度と想定 

 

（写真）西原競技場で確認したレンタカーの数は 11 台であった。 

 

2 月 6 日（日）＠本部町民陸上競技場 

サンフレッチェ広島 vs. 釜山アイパーク 

（１）駐車場に止めてあるレンタカーの数  31 台 

（２）何人で来ているか？    2.5 人 

推測される観光客の数    77.5 人 

釜山サポーターはほとんどいなかったように見受けられるため、75 人程度は全て

広島サポーターと想定 
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（写真）本部町民陸上競技場周辺で確認したレンタカーの台数は 31 台であった。 

 

上の 2 試合から、Ｊ１・1 チームにつき 75 名、Ｊ２・1 チームにつき 15 名の来沖し、それ

ぞれが 2 泊したと想定すると、Ｊ１（広島）、Ｊ２（千葉、岡山、横浜）のサポーターの来

沖数は、250 泊程度であると考えられる。岡山、広島の取材に新聞・テレビ合わせて 5 社

10 名がチームと同じ程度滞在したと仮定すると、マスコミの宿泊数は 10 名ｘ12 泊程度＝

120 泊。サポーターの宿泊数と合わせても 400 泊には満たないであろうと考えられる。残

念ながら当初目標としていた 1,000 泊には及ばない結果となった。ただし、チーム関係者・

サポーター・マスコミを合わせた宿泊数は、当初の目標値である 3,000 泊を上回ったと考

えられる。 

 

サポーターの宿泊が当初の予定を下回ったことには様々な要因が考えられるが、ジェフ千

葉のサポーターの方が、そのヒントとなるかも知れない点を指摘していた。 

 

「チームのキャンプ日程発表が遅かったため、旅行のスケジュールを立てにくかった。サ

ンフレッチェ広島さんみたいに、スケジュールを早く発表してくれると、旅行計画、職場

への休暇の申請や航空券の手配など、より来やすかった。」 

プロ野球のキャンプが観光客に良い点は、キャンプインが 2 月 1 日と決まっていて旅行計

画を立てやすい事である。一方で、サッカーキャンプは、キャンプインの日付が各チーム

により異なるため、サポーターにとって旅行計画が立てにくいという問題がある。 また

トレーニングマッチの開催→告知も十分にできなかった。次年度以降は、そうした点を改

善し、より多くのチームサポーターの方々が事前に計画を立てて来沖して頂けるよう、キ

ャンプ専用のホームページの制作が必要であると強く感じた。 
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その他の経済的効果 

各チームが沖縄県にもたらした宿泊以外の費用は以下の通り。 

①宿泊施設と練習場・トレーニングマッチ試合会場の往復のために大型バスを毎日利用。 

 1 日４０，０００円ｘ５２日＝２０８万円 

（釜山・広島・大連（本部滞在期間）は、移動のためのバスを使用せず。） 

②毎日 2 回、練習着の洗濯のために、ランドリーサービスを利用。 

 １日１５，０００円ｘ７０日＝１０５万円 

（ファジアーノ岡山は、クラブで洗濯・乾燥を実施していた） 

 

キャンプ報道 

インターネットでは、各チームのホームページでのニュース報道、サッカー専門のインタ

ーネットサイト（J’s Goal など）では沖縄キャンプの報道がなされていたが、ここでは新聞、

テレビに関する報道をまとめる。 

 

新聞報道 

 

広島ｘ済州戦を取材するカメラマン（2 月 9 日 本部町民陸上競技場） 

 

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、各クラブの地元紙を中心に新聞の記事が多

く書かれていた。ファジアーノ岡山の地元・山陽新聞と、サンフレッチェ広島の地元・中

国新聞を中心、新聞の記事を以下にまとめた。。 

 

1 月 25 日 山陽新聞・一面 

1 月 26 日 山陽新聞・スポーツ面 

1 月 27 日 山陽新聞・スポーツ面 

1 月 28 日 山陽新聞・スポーツ面 
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1 月 29 日 山陽新聞・スポーツ面 

1 月 30 日 山陽新聞・スポーツ面 

  中国新聞・スポーツ面 

1 月 31 日 山陽新聞・スポーツ面 

  中国新聞・スポーツ面 

2 月 1 日 中国新聞・スポーツ面 

2 月 2 日 中国新聞・スポーツ面 

2 月 3 日 中国新聞・スポーツ面 

2 月 4 日 中国新聞・スポーツ面 

2 月 5 日 朝日新聞（全国版・スポーツ面） 

サンケイ新聞（全国版・スポーツ面） 

中国新聞・スポーツ面 

  2 月 6 日 中国新聞・スポーツ面 

  2 月 7 日 中国新聞・スポーツ面 

  スポーツ報知・サッカー面 

  2 月 8 日 中国新聞・スポーツ面 

  2 月 9 日   中国新聞・スポーツ面 

  2 月 10 日 中国新聞・スポーツ面 

  2 月 11 日 中国新聞・スポーツ面 

  2 月 15 日 中国新聞・夕刊 5 面（全面） 

 

中国新聞の広告料は、1cmｘ1 段で 9,100 円、合計 1,455ｘ9,100 円＝13,240,500 

山陽新聞の広告料は、1cmｘ1 段で 8,400 円、合計 615 x 8,400 円=   5,166,000 

両新聞での報道量は、広告量に換算すると 1,800 万円強の金額に値すると思われる。 

 

テレビ報道 

トレーニングマッチでは、岡山、広島から各テレビ局が取材に訪れていた。 

 

写真左：岡山放送（OHK）  

岡山・香川両県をエリアとする、 

フジテレビ系の放送局 

 

写真右：瀬戸内海放送（KSB）  

岡山・香川両県をエリアとする、 

テレビ朝日系の放送局 



 52 / 59 

 

 

（写真）2 月 5 日 ジェフ千葉ｘファジアーノ岡山（西原）を取材するテレビカメラ 

 

また、プレシーズンマッチをはじめとして、以下の番組で沖縄キャンプが報じられた。 

広島テレビ: 進め!スポーツ元気丸 

広島ホームテレビ: 勝ちグセ。サンデー恋すぽ 

テレビ新広島: スポっちゅ TV 

RCC ラジオ: サンデースタジアム GOGO! 

広島 FM: サンフレッチェ・ラジオ・サポーターズクラブ “GOA〜L” 

山陽放送: RSK スポーツダッシュ 

岡山放送: OHK スポーツスピリッツ 

 

また、済州ユナイテッドは、韓国Ｋリーグで 2 位だったため今年のアジア・チャンピオン

ズリーグに出場するため韓国内の注目も高く、2 月 7 日の済州ｘ釜山（国頭）のトレーニン

グマッチには、国営放送の KBS が取材を行っていた。 
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（写真）2 月 7 日 済州ｘ釜山（国頭）を取材する韓国 KBS のテレビカメラ 

 

また、中国スーパーリーグ大連実徳のキャプテンは、2002 年のＦＩＦＡ日韓ワールドカッ

プで韓国代表のエースとしてベスト４進出に貢献した安貞桓選手であった。韓国の国民的

英雄でもある安貞桓選手は現在でも注目度が高いため、練習会場で韓国の民放ＭＢＣの取

材を受けていた。 

 

 

ただし、中国メディアが来沖しての取材は実現しなかった。大連のチーム関係者に聞くと、 

今回初めての沖縄でのキャンプだったため、メディア側がビザを取る準備が出来ていなか

ったこと。沖縄でキャンプを張ったのが 2 月 6 日～2 月 24 日であったが、中国の春節休み

（2 月 4 日～2 月 17 日、実質的には１月２７日あたりから休みに入る企業が多い）と重な

ったことなどが原因であろうとのことであった。 

 

春季キャンプは、どうしても春節と重なる時期に行われる。入国にビザを必要とする中国

メディアを呼ぶためには、次年度以降、中国チームのキャンプ期間を早いタイミングで決

定し、メディアへの働きかけとビザ取得の促す働きかけが必要であると感じた。 
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経済効果試算 

 

観光客一人当たりの県内消費額は以下の通り。（平成２１年度沖縄県観光統計実態調査） 

宿泊費  ２０，４６０円 

県内交通費  ７，１５４円 

土産・買物費 １７，５２０円 

飲食費  １３，８５２円 

娯楽・入場費  ６，０８５円 

 

サポーター・マスコミの県内消費額 

宿泊費  ２，８６４，４００円 （２０，４６０円ｘ１４０） 

県内交通費 １，００１，５６０円 （ ７，１５４円ｘ１４０） 

土産・買物費 ２，４５２，８００円 （１７，５２０円ｘ１４０） 

飲食費  １，９３９，２８０円 （１３，８５２円ｘ１４０） 

娯楽・入場費   ８５１，９００円 （ ６，０８５円ｘ１４０） 

合計  ９，１０９，９４０円 

＊日本クラブで１２０名（広島７５人、他クラブが１５人）、国内外メディア２０名で合計１４０名 

 

クラブ関係者県内消費額・キャンプ事業県内消費額 

宿泊費    ５２，２９０，０００円 （３，７３６泊ｘ平均１４，０００円） 

移動交通費 ４，１４３，８５０円 （バス・レンタカー・県内移動航空代） 

ランドリー １，０５０，０００円 

その他  ７，１６５，２１８円  

土産・買物費 ５，５３６，３２０円 （３１６人ｘ平均１７，５２０円） 

    ７０，１８５，３８８円 

 

合計で、7,929 万 5,328 円が県内で直接消費された金額と考えられる。項目を分類し、総

務省経済効果試算表で算出すると、 

 

 

 

 

 

＊県内消費額を、「運輸」（県内移動交通費（含県内移動航空運賃））、「対個人サービス」（審判・スタッフ

費用）、その他を「分類不明」に分類し、（http://www.stat.go.jp/data/io/hakyu.htm）に入力して計算。 

  

今回の事業の経済波及効果は 

2,700 万の助成金に対し、その 8 倍の、2 億 1,615 万円 
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第６章 サッカースクール 

 

今回美ら島サッカーキャンプ２０１１に参加したクラブと FC 琉球が、県内４か所でサッカ

ースクールを開催、沖縄県の子供たちがトッププロと触れ合う機会を設けた。 

 

①サッカースクール in 宮古島 

２０１１年１月３０日（sun） １５：３０～１７：００（９０min） 

FC 琉球 横浜 FC 共催 

会  場： 前福陸上競技場   

参 加 者： 宮古島市少年サッカーチーム（７チーム：約３００名） 

担  当： FC 琉球 スクールマスター 前津 文啓 

参加選手： FC 琉球全選手・横浜 FC 全選手 

 

Time スクールの流れ   

15:30 ゲーム開始 ゲーム１ 

 15:40 移動 休憩    

 15:43 ゲーム２    

 15:53 移動 休憩    

 15:56 ゲーム３    

 16:06 移動 休憩    

 16:09 ゲーム４    

 16:19 移動 休憩  

 16:22 ゲーム５    

 16:32 移動 休憩    

 16:35 ゲーム６    

 16:45 移動 休憩    

 16:48 ゲーム７    

16:58 終了    

  

[概 要] 

宮古島市前福陸上競技場でトレーニングマッチ後にFC琉球と横浜FCの合同でサッカース

クールを実施。宮古島市内の少年サッカーチームの子ども達（幼稚園児～小学６年生まで）

約３００名が集合した。幼稚園児と小学１年生、小学２年生、小学３年生と４年生、小学

５年生と小学６年生でチーム分けて、そこにFC琉球と横浜FCの選手が入りゲームを実施。

５面のゲームコートで（一般用ゴールの設置コート１面、フットサルゴールの設置コート

２面、カラーコーンで作ったゴールの設置コート２面）時間を分けながらゲームを行った。
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プロ選手のボールコントロールやキック、ボディーコントロールなどを見て、ゲームの中

でチャレンジする子が。 

 

②サッカースクール in 石垣島 

２０１１年２月２日（wed） （４５min×３set） 

会  場： 石垣小学校 登野城小学校 

参 加 者： 石垣小学校４年生（２クラス：各３０名）  

登野城小学校５年生（１クラス：３０名） 

担  当： FC 琉球 スクールマスター 前津 文啓 

参加選手： 石垣小学校４年１組 我那覇、寺川、４年２組 大澤、田中（康） 

      登野城小学校５年１組 森本、杉山 

00:00 スクール開始、自己紹介・選手紹介    

  00:10  コーディネーショントレーニング    

  00:20  休憩（飲水）    

  00:23  ゲーム１  

  00:29  移動 休憩（飲水）   

  00:30  ゲーム２    

  00:36  移動 休憩   

  00:37  ゲーム３    

  00:43  ゲーム終了     

  00:45  教室終了   

[概 要] 

 同じ時刻に２つの小学校のスクールが開始される強行スケジュール。２つのスクールを

同時に見るのは無理なので、１ヶ所（石垣小学校 ４年１組）は、トップチームのマネージ

ャー 神部と選手（我那覇、寺川）で同じメニューで行う。１コマ目のスクールを終えた後、

移動して石垣小学校の２コマ目（４年２組）を行った。 

 クラス単位での参加だったので、すぐにコンディショントレーニングを行い、体を温め

た後にゲームを行った。コンディショントレーニングでは、選手も一緒にドリブル鬼ごっ

こやホイッスルの音を聞いて集まる仲間集めを行った。 
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③サッカースクール in 具志川 

２０１１年 2 月 4 日（Fri） １７：３０～１８：３０（６０min） 

FC 琉球 ファジアーノ岡山 共催 

会  場： うるま市具志川多目的広場（雤天により具志川ドームへ変更） 

参 加 者： うるま市内少年サッカーチーム（約：１３０名） 

担  当： FC 琉球 スクールマスター 前津 文啓 

参加選手： FC 琉球 伊藤、松内、高橋、佐藤 

      ファジアーノ岡山（４選手） 

17:30 スクール開始    

17:45 コーディネーショントレーニング    

18:00 移動 休憩 

18:05 ゲーム１    

18:15 移動 休憩    

18:17 ゲーム２   

18:27 終了。写真撮影    

 [概 要] 

 うるま市でキャンプを張っているファジアーノ岡山と合同サッカースクール。当日は生

憎の天気の為、多目的広場から具志川ドームへ急遽、場所を変更。受付無しの直接参加だ

ったのも重なり、開始時刻には３０名くらいからスタート。時間が経つにつれ徐々に集ま

り、１３０名を超えた。トレーニングは、体力差などを考えて学年ごと（２年生以下、３

年生と４年生、５年生と６年生）に分けて一斉にコーディネーショントレーニングを開始

した。その後、ゲームを２セット行い終了した。  

 

 

 

 

 

 

④サッカースクール in 本部町 

２０１１年２月６日（sun） １５：００～１７：００（１２０min） 

FC 琉球 サンフレッチェ広島 共催 

会  場： 本部町陸上競技場 

参 加 者： 本部町内少年サッカーチーム（４０名）、 

TB バスツアー（２１名） 

      当日参加者 

担  当： FC 琉球 スクールマスター 前津 文啓 
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参加選手： FC 琉球 新崎、小寺、初田、ユン、新川、国仲、田中（靖）、溝の上、

三澤、鈴木 

      サンフレッチェ広島 １０選手 

15:00 スクール開始・開式    

  選手紹介 写真撮影    

  15:10 ゲーム１    

  15:20 移動 休憩    

  15:22 ゲーム 2    

  15:32 移動 休憩    

  15:34 ゲーム 3    

  15:44 前半のゲーム終了    

  15:50 トレーニング１    

  16:00 移動 休憩    

  16:02 トレーニング 2  

  16:12 移動 休憩    

  16:14 トレーニング 3    

  16:24 移動 休憩    

  16:30 ゲーム 4    

  16:37 移動 休憩    

  16:39 ゲーム 5    

  16:46 移動 休憩    

  16:48 ゲーム 6    

16:55 終了    

[概 要] 

 サンフレッチェ広島と合同で、本部町内の少年サッカーチームの子ども達と JTB バスツ

アーの子ども達へサッカー教室を開催。サンフレッチェ広島の選手はトレーニングマッチ

終了後ということもありスタートから４５分までだったので最初にゲームを行った。その

後、FC 琉球の選手達とトレーニングを行い、トレーニングでの成果を試すためにまとめの

ゲームを行った。 
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第７章 総括 

 

今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１では、目標の４クラブを超える７クラブが沖縄で

キャンプを行い、日本の J リーグのみでなく、韓国、中国のトップチームが来県した。J リ

ーグ、アジアチャンピオンズリーグに出場する済州ユナイテッド、中国リーグ最多優勝を

誇る大連実徳に FC 琉球を加えた８チームによるトレーニングマッチが１５試合組まれ、沖

縄県でかつてないほどの高いレベル試合を開催、多くのファンに質の高い試合を提供する

事となった。また、クラブ関係者の宿泊は延べ３，７３６泊に達し、現実的な実需を生み

出すこともできた。キャンプ参加クラブと FC 琉球の共同開催によるサッカースクールも各

地で好評を博し、将来を担う子供たちにトッププロと触れ合う機会を提供できた意義は大

きかった。また、沖縄でキャンプを張るクラブが存在することで、沖縄から発信される情

報も多かった。 

 

プロ野球キャンプのメッカとなった沖縄県が、プロサッカーキャンプで成果の上がらなか

った最大の理由は芝の質にある。今年度は各自治体の努力もあり、今までで最も良い質で

キャンプを開催することが出来た。しかし、J リーグのトップクラブや、アジアのトップク

ラブを誘致するには更なる芝の質を向上させなければならない。プロサッカーキャンプ誘

致の競合となる九州の芝の質は非常に高い。そのようなグランドでは、キャンプ前の３０

日から６０日は芝の養生のために、他の使用を禁止しているなどの努力もしている。現状

は多少寒くても芝の質が高い九州に多くの J リーグクラブがキャンプを張っており、その

ことがトレーニングマッチの組みやすさを生み、結果として多くのクラブが九州でキャン

プを行っている。このような好循環も、芝の質の高さが生み出している。 

 

キャンプ時期である２月の沖縄県は、九州各県より８度近く気温が高く、気象的な条件で

は優位にある。今後、県・自治体・サッカー協会を挙げて芝の質を高め、より多くクラブ

キャンプを誘致することが観光業界に実需をもたらし、参加クラブがより多くの情報を発

信する。それが、より多くのサポーターを沖縄に引き付けるという好循環をもたらすであ

ろうということも今回の美ら島サッカーキャンプ２０１１で感じることが出来た。 

 

東アジアの日本・中国・韓国には、プロサッカークラブが７０クラブ存在する。受け入れ

施設さえあれば、プロサッカーキャンプは７０クラブ誘致が可能である。沖縄でキャンプ

を行うクラブが増えれば増えるほど、先に述べた好循環はより大規模なものとなり、沖縄

県に観光需要をはじめとした様々なメリットをもたらすことになる。そのためにも、全て

の源となる芝の質を改善するところから、県を挙げて取り組む事が出来れば、沖縄県が東

アジアのフットボールアイランドと呼ばれるキャンプのメッカになることも現実的なもの

となると考えられる。 


