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   クラブビジョン                                                    

 

ジェフユナイテッドライフの実現 
「ジェフのある生活」で、みなさまに元気、楽しみ、幸せを感じていただけるクラブを目指します 

 

ジェフユナイテッド市原・千葉では、2010 年に、それまで掲げていたクラブビジョンの基本方針を堅持し推進す

るとともに、クラブをより身近に感じていただけるよう、2020 年を見据えたビジョンに進化させ、このビジョン実現

に向けて活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ジェフユナイテッドは、「走
る」ことをチームの合言葉に、
勝利に向って最後まであき
らめない姿勢を貫きます。

2. トップチームは常に優勝を
視野に入れ、みなさまの期
待に応える成績を目指して
戦います。

3. エキサイティングでフェアな
プレイを通して、

一体感溢れる感動のホーム
スタジアムの実現を目指し
ます。

魅力あるクラブ

1. ジェフユナイテッドのホーム
タウンは市原市と千葉市で
す。ジェフユナイテッドは
ホームスタジアムやユナイ
テッドパークを、みなさまが
気軽に訪れ、楽しんでいた
だける場所にします。

2.      選手や監督、スタッフが

ホームタウンに赴き、地域
のみなさまと交流し、明るく
元気に人々がにぎわう街づ
くりに貢献します。

3.      未来を担う子供たちが、

ジェフユナイテッドを通して、
心も身体も元気で、自ら考
え行動できる人に育つよう
にお手伝いします。

自主自立経営のクラブ

1. ジェフユナイテッドは、自身
による安定した収入の確保、
業務改善による健全な経
営を行い、クラブの自主的
な判断のもとに、自立した
経営を行います。

2. 魅力あるクラブづくり、ホー
ムタウンとともに歩むクラブ
づくりを通して、地域のみな
さまから多くのご支援をい
ただけるように努力します。

3. みなさまに満足していただ
くとともに、クラブ関係者に
とっても満足できるクラブの
実現を目指します。

ジェフユナイテッドライフの実現
「ジェフのある生活」で、みなさまに元気、楽しみ、幸せを

感じていただけるクラブを目指します

ホームタウンとともに
歩むクラブ
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   ジェフユナイテッド市原・千葉  トップチーム選手一覧                                                
 

背番号 氏名 Pos. 生年月日 血液型 身長/体重 前登録チーム 出身地 

1 岡本 昌弘 GK 1983.5.17 B 188/80 ジェフユース（R) 千葉県 

2 大岩 一貴 DF 1989.8.17 B 183/78 中央大学 愛知県 

3 田代 真一 DF 1988.6.26 B 182/72 横浜 F・マリノス 東京都 

4 北爪 健吾 DF 1992.4.30 O 177/71 専修大学 群馬県 

5 パウリーニョ MF 1989.1.26 - 177/77 川崎フロンターレ ブラジル 

6 田中 佑昌 MF 1986.2.3 A 176/75 アビスパ福岡 福岡県 

7 佐藤 勇人 MF 1982.3.12 A 170/67 京都サンガ F.C. 埼玉県 

8 谷澤 達也 MF 1984.10.3 A 174/75 FC 東京 静岡県 

9 森本 貴幸 FW 1988.5.7 B 180/77 アル・ナスル SC 神奈川県 

11 
ネイツ 

ペチュニク 
FW 1986.1.3 - 189/87 

レッドスター 

ベオグラード 
スロベニア 

12 サポーター 

13 金井 貢史 DF 1990.2.5 B 175/70 サガン鳥栖 神奈川県 

14 町田 也真人 MF 1989.12.19 A 166/58 専修大学 埼玉県 

16 佐藤 健太郎 MF 1984.8.14 B 177/70 モンテディオ山形 三重県 

17 中村 太亮 DF 1989.7.19 A 183/70 モンテディオ山形 京都府 

19 オナイウ 阿道 FW 1995.11.8 B 180/74 正智深谷高校 埼玉県 

20 キム ヒョヌン DF 1991.4.30 O 184/77 弘益大学 大韓民国 

21 高木 駿 GK 1989.5.22 B 181/77 川崎フロンターレ 神奈川県 

22 岡 大生 GK 1988.4.18 B 186/75 ヴァンフォーレ甲府 愛知県 

24 栗山 直樹 DF 1990.12.8 O 180/77 専修大学 静岡県 

25 佐藤 祥 DF 1993.7.22 O 174/71 ジェフ U-18 千葉県 

26 井出 遥也 MF 1994.3.25 O 171/63 ジェフ U-18 千葉県 

27 浦田 樹 DF 1997.1.29 O 177/69 ジェフ U-18 東京都 

28 乾 貴哉 DF 1996.5.12 B 187/65 桐生第一高校 群馬県 

29 水野 晃樹 MF 1985.9.6 AB 173/64 ヴァンフォーレ甲府 静岡県 

30 仲村 京雅 MF 1996.4.25 O 166/61 ジェフ U-18 千葉県 

※緑字は新加入(完全移籍)選手 

※赤字は新加入(期限付移籍)選手 
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   ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 選手一覧                               
 

※緑字は新加入の選手 

※赤字は下部組織登録選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背番号 氏名 Pos. 生年月日 前登録チーム 

1 根本 望央 GK 1992.11.16 日テレ・メニーナ 

2 上野 紗稀 DF 1994.11.20 浦和レッズレディースユース 

3 櫻本 尚子 DF 1990.9.24 浦和レッズレディース 

4 鶴見 綾香 DF 1994.4.27 ジェフレディース U-18 

5 若林 美里 DF 1993.6.1 アルビレックス新潟レディース 

6 西川 彩華 MF 1996.4.2 常盤木学園高校 

7 筏井 りさ MF 1988.8.12 筑波大学 

8 安齋 結花 MF 1996.10.14 ジェフレディース U-18 

9 菅澤 優衣香 FW 1990.10.5 アルビレックス新潟レディース 

10 深澤 里沙 FW 1986.5.10 福岡 J・アンクラス 

11 北川 紗希 MF 1994.7.20 ジェフレディース U-18 

12 サポーター 

13 瀬戸口 梢 MF 1991.11.30 筑波大学 

14 川村 真理 MF 1988.12.19 福岡 J・アンクラス 

15 島田 綾子 MF 1988.3.23 武蔵丘短期大学 

16 小池 快 MF 1994.2.18 ジェフレディース U-18 

17 山根 恵里奈 GK 1990.12.20 東京電力女子サッカー部マリーゼ 

18 磯金 みどり DF 1988.10.29 INAC 神戸レオネッサ 

19 保坂 のどか MF 1986.12.7 岡山湯郷Belle 

20 鴨川 実歩 MF 1997.8.27 KASHIMA-LSC 

21 木付 優衣 GK 1996.4.11 日ノ本学園高校 

22 安田 早希 DF 1994.9.11 ジェフレディース U-18 

23 松本 直美 DF 1997.10.22 ジェフレディース U-16 

24 千野 晶子 DF 1990.1.24 浦和レッズレディース 

25 三橋 明香 FW 1996.11.7 常盤木学園高校 

26 松浦 渚 MF 1994.4.20 常盤木学園高校 

27 大矢 円佳 DF 1996.7.10 ジェフレディース U-18 
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   ジェフユナイテッド市原・千葉 オフィシャルパートナー                                       

ジェフユナイテッド市原・千葉は、今シーズンのオフィシャルパートナーとして、下記の各社にご支援いただくことと

なりました。 

社名・ホームページ等 備考 

 

富士電機株式会社 

http://www.fujielectric.co.jp 

 

ユニフォーム 

胸スポンサー 

株式会社千葉ステーションビル 

http://www.perie.co.jp 

 

ユニフォーム 

パンツ 

スポンサー 

株式会社フェニックス  

（Ｋａｐｐａ） 

http://www.phenix.co.jp 

http://www.kappa.ne.jp 
 

ユニフォーム 

サプライヤー 

株式会社ＪＲ東日本ウォータービジネス 

http://www.acure-fun.net/  
 

株式会社ヤクルト本社 

http://www.yakult.co.jp 
 

 

古河電気工業株式会社 

http://www.furukawa.co.jp  
出資会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

http://www.jreast.co.jp  
出資会社 
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   ジェフユナイテッド市原・千葉 新ユニフォームデザイン                              
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   ジェフユナイテッド市原・千葉 新ユニフォームデザイン                              

株式会社フェニックスが展開するブランド、Kappa が今シーズンも引き続きジェフユナイテッド市原・千葉をサポ

ートしてくださいます。 

 

Kappa とジェフユナイテッド市原・千葉とのオフィシャルサプライヤー契約は 9 シーズン目を迎えます。 

Kappa は高いファッション性と機能性を持つ総合スポーツブランドとして独自のポジションをジェフユナイテッド市

原・千葉と共に確立してきました。 

今シーズンのユニフォームも選手達の情熱をかきたて、パフォーマンスを最大限に引き出し、見る者までをも魅

了するウェアに仕上げました。 

 

■ ユニフォーム特徴 

 

（FP-1st） 

ジェフの躍動感あるプレースタイルをイメージしたプリント柄を配置しながら、配色パターンをイエロー（シャツ）×

グリーン（パンツ）×イエロー（ソックス）としました。さらに、軽量素材を使用することで着用感からも選手の軽快

な動きをサポートします。 

袖には市原市と千葉市の地形を模ったマークを施し、地域を代表して戦うユニフォームに仕上げました。 

 

（FP-2nd） 

ジェフのチームカラーの 1 つであるレッドから派生させたボルドーをベースカラーとして採用。 

1st 同様にジェフの躍動感あるプレースタイルをイメージしたプリント柄を配置し、より情熱的なプレーを引き出

します。 

2nd ユニフォームの袖にも市原市と千葉市の地形を模ったマークを施し、地域とクラブを融合させながら鮮度の

高いデザインに仕上げました。 

 

（GK） 

それぞれのベースカラーは、1st・シルバー、2nd・ピンク、3rd・ナポリブルー。ゴールキーパーモデルにもフィールド

プレーヤーと同じプリント柄と市原・千葉マーク。すべての選手に躍動感あるプレーを期待します。 
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   サポーターコミュニケーション 事前質問への回答                      

 

 サポーターコミュニケーション開催に向けて、多くのご意見、ご質問をいただき誠にありがとうございます。本資

料では、カテゴリー別に要旨をまとめ、回答を記載しております。 

 

■ トップチームについて 

 

Ｑ、 昨シーズン、J1 に昇格できなかった要因とその対策を教えてください。 

Ａ、 スタートダッシュに失敗し、勝負どころの試合に勝てなかったことが、J1 昇格を逃した要因であると考えて

おります。また、球際の強さ、走り勝つという部分を試合で出し切れず、勝ち点を積み重ねることができま

せんでした。 

そのため、戦う姿勢を前面に出し、球際での厳しさ、フィジカル重視の相手にも走り勝つたくましさを、

日々のトレーニングの中から追求していきたいと考えております。 

 

Ｑ、 J1 昇格プレーオフ決勝など、ここ一番での試合に勝てないことが多く、技術面より選手のメンタル面が気

になるのですが、メンタル面を鍛えるために行っていることはありますでしょうか。 

Ａ、 選手を対象として外部講師による講習会を実施しておりますが、基本的には、毎日のトレーニングの厳し 

さにより強化されるものであると考えております。 

 

Ｑ、山口智選手の契約満了について、クラブの考えを教えてください。 

Ａ、 3 シーズンに渡り、チームの中心として頑張ってもらい感謝しております。 

  今シーズン、関塚監督体制で始動するにあたり、若返りを含め新たなスタートをするため、契約の継続を 

いたしませんでした。 

 

Ｑ、 今シーズンの補強ポイントを教えてください。 

Ａ、 昨シーズンの試合を分析した結果、アタッカー、ボランチ、サイドバックをポイントと考え補強いたしました。 

 

■ レディースについて 

 

Ｑ、 レディースのホームゲーム開催場所は、どのように決めているのでしょうか。 

A、 ホームタウンである市原市、千葉市のスタジアムを中心に開催場所を組んでおりますが、各スタジアムで

行われる他の行事との調整で、一定の場所を確保することが難しい状況です。 

 

Ｑ、 昨シーズン、トップとレディースの試合日程が重なることが多かったのですが、フクダ電子アリーナでの同日

開催はできないのでしょうか。 

Ａ、 フクダ電子アリーナの方と協議の上検討いたしますが、芝の状態を考えると、1日に 2試合実施することは 

難しいと聞いております。 

 

■ アカデミーについて 

 

Ｑ、 近年、アカデミー強化を目標に掲げられていますが、大会での結果が出ておりません。今後の対策と方針

を教えてください。 

Ａ、 アカデミー強化の目的は、トップチームにプロ選手を輩出することです。その意味では、今シーズン、トップ 

チームに 2 名の昇格者を輩出できたことは、何よりの成果であると考えております。もちろん、チームとして、

出場する大会において上位を目指しベストを尽くしますが、成績より年間を通じた育成プログラムの充実

を大切にしていく方針です。 
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Ｑ、 小学生（ジュニア）のチームを持たない理由を教えてください。 

Ａ、 千葉県内には、クラブチーム、少年団を問わず優秀なジュニアチームが多数存在するため、ジュニアチー

 ムを持たないメリットを活かして、幅広くポテンシャルの高い選手の発掘に努めております。現在は、アカデ

ミー専用グラウンドの設立など、U-18 および U-15 の環境整備を優先しておりますが、将来的にはジュニ 

アチームの設立も検討してまいります。 

 

■ チケットについて 

 

Ｑ、 ホームゲームの際、メインスタンドアウェイ側に空席が目立ちます。空席を利用した企画はできないのでしょ

うか。 

Ａ、 アウェイ側の座席のため、販売に苦戦しております。昨シーズンは、まとまった人数で観戦希望をいただい

たスポンサーさまを中心にご利用いただきましたが、新たな企画を考え販売に繋げていきたいと思います。 

 

Ｑ、 昨シーズンに実施した新たな取り組みを教えてください。 

Ａ、 ゴールデンウィークや夏休みの期間にお得な価格でご観戦いただけた「FUN！チケット」や、後半戦に 100

セット限定で販売をした「FUN！回数券」など、お客さまから一定のご理解を得られた企画を実施するこ

とができました。今シーズンも、招待、販売を問わず、一人でも多くの方にご来場いただけるよう、新たな

取り組みを検討してまいります。 

 

Ｑ、 シーズンシート保有者を対象としたパーティが、行われなかった理由を教えてください。 

Ａ、 昨シーズンは、日程調整の問題などで実施することができませんでした。お客さまからご要望をいただいて

おりますので、実施に向け改めて検討してまいります。 

 

Ｑ、 シーズンシート保有者を対象としたチケットプレゼントが多かったと思うのですが、新規顧客獲得に効果は

あったのでしょうか。 

Ａ、 招待券はご好評いただき、多数の方にご利用をいただいております。招待券をきっかけに、シーズンシート

購入に繋がったお客さまもいらっしゃり、一定の効果は得ていると考えております。 

 

■ グッズについて 

 

Ｑ、 J1 昇格プレーオフ決勝のマッチデープログラム内に、昇格記念グッズの告知がありました。なぜ、昇格が決

まる前に告知をしたのでしょうか。 

Ａ、 マッチデープログラムでお客さまにお伝えすべき情報を議論した結果、試合前に良い結果を望んでいる気

持ちを更に高めていただこうと考え、試合の見所や監督、選手の思いなどを掲載いたしました。また、皆さ

まが良い結果を望んでいるタイミングであるからこそ、J1 昇格できた際の記念グッズもお伝えする必要があ

ると考え告知いたしました。 

 

Ｑ、 過去に販売したグッズで、人気のあったものを復活させることはありますでしょうか。 

Ａ、 過去に販売したグッズで人気のあったものは、順次再販売しております。昨シーズン、「しっぽクッション」を 

再販売し、お客さまから好評を得ております。 

 

Ｑ、 応援する時のみでなく、日常的に使用できるグッズを増やす予定はありますでしょうか。 

Ａ、 昨年11月に、「JEF×LIFE～ジェフのある毎日」をコンセプトとした新感覚ブランドを立ち上げる旨の情報

を告知いたしました。これは、応援グッズの枠を超えて皆さまの毎日がジェフで溢れ、もっと楽しくなるような

アイテムをご提案していくブランドです。日常でも使用できる商品や、ファッション性の高い商品を展開して

いきたいと考えておりますので、ご期待ください。 
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■ ホームタウンについて 

 

Ｑ、 フクダ電子アリーナ 10 周年のイベントを行う予定はありますでしょうか。 

Ａ、 クラブとしても大切な節目となりますので、千葉市や指定管理者の方と相談をしながら、様々な企画を

検討してまいります。 

実施時期は、10 月のホームゲーム開催日を予定しております。 

 

Ｑ、 市原市での活動が少なくなったと思うのですが、もっと多くの活動を行うことはできないのでしょうか。 

Ａ、 ゼットエーオリプリスタジアムでは、レディースのキャンプを始め、なでしこリーグの開催などを行っております。

また、昨シーズンより、トップチームの選手が参加する「ふれあいフェスタ」を同会場で開催させていただいて

おります。少しでも回数を増やせるよう検討してまいります。 

 

Ｑ、 船橋市や習志野市などの周辺市町村を､ホームタウンにする予定はありますでしょうか。 

Ａ、 ホームタウンは、市原市、千葉市として活動してまいります。ただし、船橋市や習志野市などの周辺市町

村とは、レディースやアカデミーの活動､イベントのタイアップのほか、試合観戦会などで協力いただいており

ます。千葉県内の各市町村とは、今後も協力体制を築いていきたいと考えております。 

 

■ 試合運営について 

 

Ｑ、 ホームゲームの際、再入場をできるようにしないのでしょうか。 

Ａ、 ホームゲーム全試合での再入場実施に向け、現在検討をしております。実施する場合は、改めてオフィ

シャルウェブサイトなどでお知らせいたします。 

 

Ｑ、 自由席で席取り行為が見受けられるのですが、何か対策をしているのでしょうか。 

Ａ、 席取り行為は禁止事項としておりますので、場内放送などを使いクラブとして告知をしておりますが、お客

さま同士でも座席を譲り合ってお座りいただくようご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ、 スタジアムグルメを楽しみにしていますが、フクダ電子アリーナの飲食店舗の増設やメニューの充実はできな

いのでしょうか。 

Ａ、 今年 4 月より、フクダ電子アリーナの指定管理者が変更となりますので、スタジアムグルメにつきまして、弊

クラブの要望を伝え実現できるよう取り組んでまいります。 

 

Ｑ、 サポーターが試合中に振っている旗のサイズを規制できないのでしょうか。 

Ａ、 現在、大旗の使用についてはルールを定めておりますが、柔らかい竿の旗については例外とさせていただ

いております。 

同様のご意見が多いようでしたら、ルールの見直しを図りたいと考えております。 

 

■ 広報について 

 

Ｑ、 加入、退団をした時のみでなく、選手が契約更新をした場合もオフィシャルウェブサイトで告知してほしい

のですが、いかがでしょうか。 

Ａ、 現在、契約更新のお知らせをしているクラブは、Jリーグ 52クラブ中36クラブと多くなっておりますが、全員

の契約が毎年切れるわけではなく、複数年契約の場合は更新のお知らせをすることができません。また、

契約更新をした場合も、その後移籍する可能性もございます。もちろん、契約更新をした選手をお知ら

せすることで、お客さまに少しの安心をご提供することはできると思いますが、クラブは契約満了以外の選

手とは契約更新をすべく全力で努力しております。新体制発表の時には、チームの全容をお伝えできま

すので、ご理解をお願いいたします。 

   今後につきましては、その他の方法で、皆さまにご安心いただけるような告知の仕方を考えていきたいと思 

います。 
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Ｑ、 オフィシャルウェブサイトのリニューアル後、過去の試合結果やニュースのページが無くなってしまいましたが、

以前のように見られるようにできないのでしょうか。 

Ａ、 ご不便をお掛けしており、申し訳ございません。現在準備を進めておりますが、オフィシャルウェブサイトの 

運営会社移行に伴い、データの移管作業に時間を要しております。過去の試合結果は 2010 シーズンま 

で、新着情報は 2012 シーズンまで準備はできております。公開まで、今しばらくお待ちください。 

 

Ｑ、 新体制発表会見の会場を変更し、もっと沢山の人が参加できるよう改善できないでしょうか。 

Ａ、 会場の選定は、昨年の応募数を参考に決定しております。今年につきましては、昨年を相当数上回る 

方からのご応募があったため、翌年の会場は拡大を視野に入れ進めてまいります。 
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