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大学 全入時代の到来
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第三者評価の導入

認証評価制度とは

すべての大学、短期大学、高等専門学校は、７年以内ごとに文部科学大臣が認証する
評価機関の評価を受ける子とが法律で義務化。

大学独自の基準

国際協力・社会貢献・研究活動

学修と教授
自己点検

評価

経営

管理と財務

使命

目的等

公益財団法人 日本高等教育評価機構ホームページより
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地域に根付くプロスポーツリーグの誕生

鹿島アントラーズ

ジェフユナイテッド市原

浦和レッドダイヤモンズ

ヴェルディ川崎

横浜マリノス

横浜フリューゲルス

清水エスパルス

名古屋グランパス

ガンバ大阪

サンフレッチェ広島



ホームタウン活動の義務化

Ｊクラブはそれぞれのホームタウンにおいて、地域社会と一体となった
クラブづくり(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとする

スポーツの普及および振興に努めなければならない。

Jリーグ規約第21条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕第２項
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パートナーシップは締結しているのか調査
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研究方法

① パートナーシップカテゴリーの文献調査

② パートナーシップ内容の比較調査
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研究結果

① パートナーシップカテゴリーの文献調査



パートナーシップ契約は２種類

スポンサー大学 連携大学

J1クラブ
仙台大学 東北学院大学

シルバースポンサー 連携協定

茨城大学 筑波大学

連携協定 連携協定

日本工業大学 埼玉大学 埼玉県立大学

ファミリーパートナー 連携協定 連携協定

聖学院大学 西武文理大学 目白大学 埼玉大学 共栄大学

クラブパートナー クラブパートナー オフィシャルエコパートナー 連携協定 連携協定

大学

ベガルタ仙台

鹿島アントラーズ

浦和レッズ

大宮アルディージャ

柏レイソル

（資料）各クラブホームページより作成

・

・

・



パートナーシップの実態

大学とパートナーシップ
締結しているクラブ

３９/４０

J1クラブ
仙台大学 東北学院大学

シルバースポンサー 連携協定

茨城大学 筑波大学

連携協定 連携協定

日本工業大学 埼玉大学 埼玉県立大学

ファミリーパートナー 連携協定 連携協定

聖学院大学 西武文理大学 目白大学 埼玉大学 共栄大学

クラブパートナー クラブパートナー オフィシャルエコパートナー 連携協定 連携協定

大学

ベガルタ仙台

鹿島アントラーズ

浦和レッズ

大宮アルディージャ

柏レイソル

（資料）各クラブホームページより作成

・

・

・

「Ｊクラブ×大学」

１２３



パートナーシップの実態

スポンサー大学のみ

茨城大学 筑波大学

連携協定 連携協定
鹿島アントラーズ連携大学のみ

スポンサー大学＋連携大学
仙台大学 東北学院大学

シルバースポンサー 連携協定
ベガルタ仙台

複数大学と
パートナーシップ締結する

クラブ

３５/４０

産業能率大学 文教大学

オフィシャルプレミアムパートナー サポートコーポレーション
湘南ベルマーレ

他１３クラブ

他５クラブ

他１８クラブ



パートナーシップの実態

複数のスポンサー大学を
同じカテゴリー契約するクラブ

１４/４０

クラブパートナー オフィシャルスポンサー



パートナーシップの実態

複数クラブと
パートナーシップ締結する大学



研究結果

② パートナーシップ内容の比較調査



広告・スポンサー型

大学広告看板、又はユニフォーム等に大学名を掲出し宣伝

サガン鳥栖×佐賀大湘南ベルマーレ×産業能率大



育成・人材共有型

両者が保有する指導者や研究者を派遣する協力

大学サッカー部又は高校生ユース以下の育成支援

京都サンガF.C．×立命館大 清水エスパルス×常葉大



地域貢献型

スポーツ普及活動を目的する地域イベント開催の支援

環境問題や国際協力での社会貢献活動の協力

ヴィッセル神戸×神戸学院大



ファンマネジメント型

クラブを活用し大学生による客分析や調査活動の協力

教育的観点を重視した学生によるイベント企画の運営協力

水戸ホーリーホック×常盤大モンテディオ山形×東北芸術工科大



育成・人材共有型広告スポンサー型

ファンマネジメント型 地域貢献型

・湘南ベルマーレ×産業能率大
・ヴァンフォーレ甲府×山梨学院大
・名古屋グランパス×愛知東邦大
・ガンバ大阪×追手門学院大
・ガンバ大阪×大阪国際大
・ヴィッセル神戸×神戸親和女子大
・ヴィッセル神戸×神戸学院大
・サンフレッチェ広島×広島経済大
・サガン鳥栖×佐賀大
・サガン鳥栖×西九州大

包括的パートナーシップ型

・浦和レッズ×日本工業大
・横浜F・マリノス×鶴見大
・川崎フロンターレ×聖マリアンナ医科大
・湘南ベルマーレ×文教大
・ヴァンフォーレ甲府×東京農業大
・ヴァンフォーレ甲府×昭和大
・ガンバ大阪×宝塚医療大学
・サンフレッチェ広島×福山大
・サンフレッチェ広島×福山平成大
・サガン鳥栖×久留米大

・ヴァンフォーレ甲府×健康科学大
・ヴィッセル神戸×関西国際大
・サンフレッチェ広島×安田女子大
・アビスパ福岡×中村学園大

・ベガルタ仙台×仙台大
・大宮アルディージャ×西武文理大
・大宮アルディージャ×聖学院大
・大宮アルディージャ×目白大
・川崎フロンターレ×田園調布学園大
・横浜F・マリノス×横浜女子短期大
・ヴァンフォーレ甲府×帝京科学大
・アルビレックス新潟×新潟医療福祉大
・ジュビロ磐田×静岡産業大
・ガンバ大阪×大阪青山大
・ヴィッセル神戸×甲南大
・ヴィッセル神戸×神戸女子大
・サンフレッチェ広島×広島修道大

・鹿島アントラーズ×茨城大
・鹿島アントラーズ×筑波大
・大宮アルディージャ×共栄大
・横浜F・マリノス×関東学院大
・横浜F・マリノス×神奈川大

・川崎フロンターレ×昭和大
・ヴァンフォーレ甲府×山梨大
・ガンバ大阪×大阪大

・アルビレックス新潟×新潟経営大
・アルビレックス新潟×新潟大
・アビスパ福岡×福岡大

・浦和レッズ×埼玉大
・浦和レッズ×埼玉県立大
・大宮×埼玉大
・FC東京×東京学芸大

・ベガルタ仙台×東北学院大
・横浜F・マリノス×横浜国立大学



育成・人材共有型広告スポンサー型

ファンマネジメント型 地域貢献型

・モンテディオ山形×山形大
・水戸ホーリーホック×常磐大
・東京ヴェルディ×帝京大
・東京ヴェルディ×駒澤女子大
・ツエーゲン金沢×北陸大
・ファジアーノ岡山×岡山大
・徳島ヴォルティス×徳島文理大

包括的パートナーシップ

・モンテディオ山形×山形県立保健医療大
・水戸ホーリーホック×茨城キリスト教大学
・ザスパクサツ群馬×共愛大
・ジェフ千葉×城西国際大
・横浜FC×多摩大
・ツエーゲン金沢×金沢医科大学
・ツエーゲン金沢×金沢美術工芸大
・清水エスパルス×常葉大
・ファジアーノ岡山×岡山商科大
・ファジアーノ岡山×吉備国際大
・ファジアーノ岡山×就実大
・レノファ山口×山口東京理科大
・カマタマーレ讃岐×高松大
・カマタマーレ讃岐×徳島大
・ギラヴァンツ北九州×九州共立大
・ロアッソ熊本×熊本学園大
・ロアッソ熊本×東海大

・モンテディオ山形×東北文教大
・モンテディオ山形×東北公益文科大
・京都サンガF.C.×びわこ成蹊スポーツ大
・徳島ヴォルティス×四国大
・徳島ヴォルティス×鳴門教育大
・徳島ヴォルティス×徳島大
・愛媛FC×松山大
・ギラヴァンツ北九州×九州国際大
・ロアッソ熊本×熊本大
・ロアッソ熊本×崇城大

・ザスパクサツ群馬×群馬大
・ジェフ千葉×神田外語大
・ジェフ千葉×千葉大
・ジェフ千葉×千葉商科大
・松本山雅FC×松本歯科大
・金沢×金沢工業大
・FC岐阜×岐阜経済大
・京都サンガF.C.×立命館大

・コンサドーレ札幌×札幌国際大
・V.ファーレン長崎×長崎外国語大・ギラヴァンツ北九州×北九州市立大

・V.ファーレン長崎×長崎国際大
・V.ファーレン長崎×長崎大

・コンサドーレ札幌×北海道教育大
・ジェフ千葉×明海大
・横浜FC×慶應義塾大
・横浜FC×神奈川大
・清水エスパルス×静岡大
・FC岐阜×岐阜聖徳学園大
・FC岐阜×岐阜大

・モンテディオ山形×東北芸術工科大
・水戸ホーリーホック×茨城大

・ジェフ千葉×敬愛大
・ジェフ千葉×淑徳大
・町田ゼルビア×桜美林大
・町田ゼルビア×玉川大
・松本山雅FC×松本大
・セレッソ大阪×大阪保健医療大
・ファジアーノ岡山×岡山理科大
・ファジアーノ岡山×倉敷芸術科学大
・カマタマーレ讃岐×香川大
・カマタマーレ讃岐×四国学院大
・愛媛FC×環太平洋大学短期大学部



パートナーシップ内容の分布割合

広告スポンサー型

８２／１２１

包括的パートナーシップ

１７／１２１

地域貢献型

３７／１２１

ファンマネジメント型

４１／１２１

育成・人材共有型

６５／１２１



Ｊクラブ 大学 ステークホルダー

Ｊクラブ

株主

自治体

地域住民

サポーター

地元企業

大学



Ｊクラブ 大学 ステークホルダー

大学

学生

自治体

地域住民

卒業生

地元企業

（Ｊリーグ）

教職員
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様々な経営課題

・若年層の集客
・若手選手の育成
・クラブスタッフ
・地域密着度

・学生の確保
・施設
・学生の育成プログラム
・社会連携及び貢献



Ｊリーグが取り組むべきこと

経営課題

抽出

社会連携

社会貢献

育成プログラムの

把握
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今後の展望

広告スポンサー型 育成・人材共有型

ファンマネジメント型 地域貢献型

包括的パートナーシップ型

・各大学の実態・各大学生の特徴の把握



今後の展望

広告スポンサー型 育成・人材共有型

ファンマネジメント型 地域貢献型

包括的パートナーシップ型

・各大学の実態・各大学生の特徴の把握



ご清聴ありがとうございました


