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2年綾に控えた北京オリンピッ
の他、チャイナオープンテニス、
1中国GPなど、中国で開催される
国際大会は意外と多い。また、オリ

ヨ■
二三

ンピック代表の漣化という名目で

産声を上げた中国プロ野噂、中国

超絶リーグとして生まれ変わった

2（）08年1

中国サッカーなど、国内リーグも
毎年熱戦が繰り広げられる。今月は、

中国でスポ⊥ツ杜絶をライブで楽
しむヒントをお届けします。

ざ渕蛙てゲレ
／石井茂 伊藤靡手 村田曹弘
ング、キヤノン、サントリー、CITほ∈N、上海集

監き≡昼ミ、二簸箋

≡礎琴

葦事麺紅

に向けて強化中

代表の偉

大な進化

北京タイガースの永遼のライバル︑天

ナン︶が主力選手として君臨する︒

ャンピオンの座に輝いたが︑その後3年

▲翠フィオンズは︑CBし初年度こそ︑チ

は︑優勝訣虔簸で北京に惨敗︒今シーズ

た昌建劇︵ル・チェンガン／投手︶︑左

〜2002年に中日ドラゴンズに所属し

ンでの巻き返しが期待される︒1999
ラスその他4チームという図式が出来上

京タイガースと天津ライオンズの2強プ

003年アジア選手権の日本戦でも萱板

投げの白宝亮︵パイ・パオリヤン︶︑2

した蘇長流︵ス・チャンPノ︶など︑投

がっている︒レギュラーシーズンは全30
定戦︵全5戦／3戦先勝制︶がある︒各

子捕った侯風連︵示り・フォンリエン／

手件のコマも豊†︑野手も︑改定寺三拍

試合︑1位と2位のチームにより優勝決

00人ほど︒チケットは1枚10元程度窟

など︑各ポジションに好打者が揃う︒

ける横国剛︵ヤン・グオガン／内野手︶

外野手︶︑状況に応じて長短打を打ち分

スタジアムの収容人数は2000〜30
が︑無料で入れる場合もあるらしい︒
中国での野球観戦の醍醐味は︑何とい
っても選手とファンの距離が近いこと︒

い︒また︑1プレーごとに場内アナウン

いる姿に︑親近感を覚えずにはいられな

などで︑野球少年と選手たちが交流して

ず選手に会う事ができるし︑グラウンド

韓匝︑中国台湾のアジア3強の壁を打ち

権﹂にて︑韓国に公式戦初勝利︒日本︑

開催された﹁2005年アジア野球選手

バー氏が監督に就任︒昨年6月に宮崎で

リーンズ︶

ってロッテオリオンズ

︵現千葉ロッテマ

スでルールの説明が行われる︒日本のプ

ナショナルチームは︑2002年にか

ロ野球もスタートしたばかりの時はこん

7月下旬から1カ月をかけて︑8本各地

破り︑堂々の3仕入♯を果たした︒また

試合終了後に入り口で待っていれば︑必

な雰囲気だったのかも︑というノスタル

放2分︶．11月のアジアシリーズも0勝

でプロ野球の2軍チームと対戦丁勝10

でプレ1したジムニフフィー

ジックな雰囲気がそこにある︒
続で優勝決定戦出場︒﹁2005年アジ

ルでの交流の実現した書で︑選手の技術

3放という結果に終わったが︑プロレベ

北京タイガースは︑初年度から4年連
ア野球選手権﹂でも︑中国代表の約半分

オリンピックを最後に︑野球が正式種目

今後の躁粗としては︑2008年北京

の向上につながったのは間違いない︒

が北京タイガースの選手ということもあ
り︑﹁中国代表 北京タイガース﹂とい
年のアジア農事権では故障で代表から外

BLを運営していくかという所にある︒

から外れる事に伴い︑今後どうやってC

うイメージもあるほど︒所属遷手は︑昨
れたが︑日本のメディアに﹁申腐のイチ

TV中線で︑少しずつ陪知度が上がって

ロ1﹂と肝された孫嶺峰︵スン・リンフ
ォン／外野手︶︑中国代表のクリーンア

ティアによる野球教室など︑子供たちに

野球の魅力を広めるイベントが行われて

きている︒それ以外にも︑外国人ボラン

いる︒

ップの一角を担う三せ︵ワン・ウェイ／
う︒投手陣も中国代表の左右エース︑事

捕手︶など︑中国を代表する強打者が掬
よ治︵リ・チェンハオ︶︑王楠︵ワン・

北京オリンピックまでの成長に期待！中国球界の重宝たち

一

く∝；中b輝適＊ 膀位衰＞

取 手「ム名 ヰ 分九 鞠ち点

ノ ピ警翌曽欝、 二軍三・●◆・、、 曜も絶賛した

。代表チームでも主力とし

て欠かせない存在で、昨年のアジ
アシリーズで5番打者とし 」
て全試合出場した。

2005年中国シリ
ーズのMVPに挽いたベ
代表／北京タイガース
テラン外野手。一度引退したわ㌔

地元開催のオリンピックに出和すベ
▼

く現役復帰という経歴を持つ。アテネオリン
ピック予選を兼ねた2003年アジア選手権では4
革の重責を担い、日本の上原投手から本塁打を放った。

2006中国野球リーグ（CBL）

＜昨シーズンレビュー＞

北京タイガースが3年連続のチャンピオン．
序盤こそ天津ライオンズの後塵を拝した
4月29【ヨの矢澤との首位攻防戦の初戦lこ、江

懐手のサヨナラ詳で劇的な勝利この日の

利で勢いづいた北京が天津に3連勝、首位の
座を奪還した。北京の快進撃は5月も積雪、雨
で中止の1試合をはさんで連帯街道まつしく
北京タイガースのホームスタジアムは、19⊆）0年開催の北京アジア大会の
ら。6月の天津との直接対決でも2勝1放で勝
ために建股された北京豊台球場。しかし、同スタジアムがオリンピックのソ
ち越しリークl位通過を決定的なものにした。
フトボール会場に指定された事を受けて、昨シーズン途中より大場改修を
優勝決定嘘も庄倒的な強さで北京加8連勝し
開始。その結果ホームスタジアムが移転。新本拠地は、チームの絆習場とし
た。広兼レバーズ臥ゴ旗、天津の2強に次尊
ても使用それる大興区の北京声域体育館技術動学校内．今シーズンのフ
存在として定義。天津衣装達したがおと
ランチャイズゲームも間違動学校で開催される。北京市内中心部から的1
で躍勝決定戦出場を逃した。上海イーグ
時間、京開高速の寅村ICを下車して杓10分の場所に位tする。
は創陛以降初の鏡ち超し。四川ドラコ

北京タイガースのホームスタジアムが移転
≡二＝＝i
■

北方欄学校 住所／北京市大興区声域

」

新加入のチャイナホープスターズは予想
り最下位争し＼を演じた。

ヨーロッパのクラブも注目する

1Jl．
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オ・シュ

李明︵リー・ミン︶が現役引退したが︑

のポテンシャル
甘かカ1廠麓

⊥ら若手も力を付けているので心

Fヤンコヴィツチ︵セルビア・モンテネ

配ない︒その他︑抜群の得点力を誇るM

Cリーグも

国夫ーバーリ

グ巳にも期待したい︒対抗馬は︑昨年

2004年に
級﹂という
帯揚．200
ンは︑超租鳩チーム︑甲超彪チ

ルーマニア代表FWのダンチユウレスク

中国代表MFの鄭管︵ジョン・チー︶︑

に加え︑元旧ユーゴ代表のバジンを中心

など︑リーク髄一の破壊力を誇る攻撃陣

度中国プレミアリーグ3位の山東暮能︒
ー方式で︑各チーム引拭含行い︑最筍勝

暮する︒リーグ厳はホームアンドアウェ
ち点が多いチームが優勝︒下位2チーム

としたラインディフェンスも抜群の安定

が甲Aリーグの上位2チームと貞勤側に
入れ替わる︒チケットは10〜−50元は

感を誇る︒しかし︑肝心のバジンが︑17

申花も侮れない︒元レアル・マドリード

響するか︒また︑昨シーズン2位の上海

カ月の出場停止処分を重けた書がどう影

どで︑スタジアムや直接購入できる．
れほど高くないが︑中国人巌苧の潜在能

で︑ゲームメーカーのMFベトコヴィッ

中国スーパーリーグのレベル自体はそ
力は評価されているので︑ヨーロッパヘ

チ

W勘嘩

ツ2部のアーヘンで活躍した中国代表F

︵セルビア・モンテネグロ︶と︑ドイ

ックしておくと︑観戦が2債面白くなる︒

の移籍が噂され悉邁手をあらかじめチェ
また︑r球速︼と呼ばゎ尋サポーターの

場︒オランダ人︑アリⅠ・ハーン監督が

ィッチ監督の釆配で2002年大会に出

中国代表は︑名将ポラ・ミルティノヴ

のホットラインで

熱気を感じ患いなら︑スタジアムでの観

チャンスに絡む︒

︵シエ・フイ︶
戦がおすすめ︒暴−ター紗多くはバッ
ーチーム﹂という慧離郷讐︑中国で人

クスタンドに集楷1rおるが町のサッカ
気スポーツNOlだけ為って︑ライバル

にレベルアップを重ねてきたが︑200

6年ワールドカップ予邁で︑まさかの1

もたらしたアジアカップ準優勝と︑順調

次予選敗退を喫した︒昨年就任した前深

都市との対戦になる七︑自然と応せも白
いれぽ1外国人でも歓迎してくれる︒た

熱l︑ホームチームの応援グッズを持って
だ︑かなりぬヒートアップが予想される

洲健力宝︵現深酬クラブ︶監督の朱広濯

︵シユ・グアンフ1︶体制で心機一転を

ので︑女性や子供歩いる鶏舎ほ︑メイン

蔓婁貫首多度金廣準よ古学フ

孫継海︵スン∴シハイ／マンチェスター・

的楽なグループに振り分けられた︒MF

プの予選の組み合わせが発表きれ︑イラ

計る︒また︑今月から始まるアジアカッ

ブ粛−全署首里恩認こ占りしグ発
足曇の優勝とがう芳し如実績を
持つ⁚∵艶蕾は︑雷鼻音・モシテ拳

ン・ファンジュオ／アントワープ川ベル

シティ＝イングランド︶

28書電蓄縁者よは︑昨

スタン鰐で観戦ずるのポ無難．

口才㌢／ビ
タイルのサッカーが檜︳．咋シーズン捨

アチャンピオンを日指す︒

ギー︶など︑欧州組を積極招集し︑アジ

FW董方卓︵ド

ク︑シンガポール︑パレスチナと︑比較

チで︑パワーで鼻血†るインプラントス

7篭糀への哲也しを静まと手るMF

中国スーパーリーグを語るなら、この選手は外せない！

サイドバックもハーフもこなせるユーテリ
く05中国足球超級聯事 闊位喪＞

タド＝−・オリンピック代表のエ→スで、ベ
ナノレディエリア内側に長けたFW。

昨年は上海申花でベンチを膿める事が

多く、シーズン終了後に武漢黄錦桂へ
の移籍を発表．新天地での復活と代
表復帰を誓う。

デイブレイーヤー。所属する北京匠安では、
＃位 チーム名 ∬ 分 ■ 得 失 羞 よ
l

を切り裂く。ライン際の粘りとt異
的な勘tも高く書平価されてい不一

／ヨl ■■L

ユ
，．二
エヴアートン（イングランド）

でもプレーした晰

代表では2002年W杯最終予選で
定位置を獲得、現在は中国代表の主将
としてチームを牽引する。スピードが持ち
味で、1対lの粘り強いディフェンスが特赦。

アジアチャンピオンズリーグ

ガンバ大阪vs大連美徳

丁．

2ロ02−2003年からスタートしたアジアチャンピオンズリーク。UEFAチ
野手
ャンピオンズリークをモデルに、参加国をAFCクラブランキング上位14
カヨのリーグ優勝チームでドローが組まれる。日本からは2005年度」リ
ーグ優勝のガンバ大阪が毛細旺、4月26日（水）にアウェーで大連実疲と対決
する。辛勝チームlま12月の「FIFA世界クラブ農事権トヨタカップ」の出場
権を劉できるという事もあり、雨チームのモチベーションも高いはず。
アジアチャンピオンスリータ ガンバ大阪VS大連美徳
4月26∈I（水）大連市人民体育場19：00キックオフ
問合せ／大連天徳（クラブチーム事覇所）（0411）−8364・5927

く岬シーズンレビュー＞

大連奔庶が圧倒的な強さでせ勝。ブル
代表MFヤンコニヴ守㌢チかき放跨れるキラー
パスに．スピードのあるFW■霊（ソウ・ジェ）
が走り込屯パターンの他、U−18中ロ代数の
穏旭日（チャオ・シューリ「）馬車寧2珂早か

ら書を狙う勤誌も烏チームの縁戚と森
リーグ得点王と年鱒叫VP！ま・］即断のイ軍」
リッチ（セル由・モンテネグロ）麺l持した

大連市人民体育場

チャンピオン争い真っ只中の中国GP
地を揺るかすようなエンジン音に興奮

Pス

グl

ダ観官により︑佐藤琢磨が︑同チームか

ビオンで︑節4シードのセリーナ・ウィ

チュームも中国テイスト︒昨年度も︑北

トに彩りを添えるレースクイーンのコス

余談ではあるが︑レース前のサーキッ

トリ1選手も︑男子にラフアエル・ナダ

い戦いが繰り広げられる︒昨年度のエン

ダブルスを開催︒約2週間にわたって熱

北京テニスセンターにて男女シングルス︑

ャイナ・オープン︒同大会は毎年9月︑

世界の有名選手が参加するテニスのチ

ら︑シングルス2回戦では︑駆けつけた

ミによる連日の過熱報道毛さることなが

こ中国でも相変わらずの大人気や

で︑中属国内でのテニス人気向上に一役

ワールドクラスのセレーナに勝利した書

跡の金メダル﹂とマスコミは許したが︑

を獲得した当時︑彼女と李停のペアを﹁奇

テネオリンピックのダブルスで金メダル

︵アメリカ︶を破ったこと︒ア

が︑前年度のチL

らの離脱を余儀なくされたが︑元F−ド

リアムズ

1エン︶

世界柑カ国を転戦するFIGP︒200
ライバー︑鈴木亜久里氏が立ち上げた新

ティ

4年から始まった中国GPは︑その他の
チーム﹁スーパーアグリ﹂

世界声

開催地と比べて︑比較的お得な価格で観
厚︒どうやら2006年も上海で琢磨の

ジェンソン・バトンのB二⁚A・Rホン

艶できるが︑2005年鹿は︑前年より
勇姿を拝めそうだ︒

来月12日のバーレーンGPを皮切りに

気持ち高め︒メインスタンド ︵主著台︶

が2880元︑一般スタンド︵著台︶ の
京服飾学院のデザインによるチャイナド

ル︑ギレルモ・コリア︑女子もセリーナ・

への移籍が濃

上部席が3980元︑下部席が3580

B︑Q︑Lがー88〇一彗C︑D︑E席
がー080元︒立ち見席が370元だっ
レスをモチーフとしたデザインが大きな

ウィリアムズ︑マリア・シャラボワなど︑

元︑サブスタンドのH︑K席︵割箸台︶

た︒すべてのチケットが︑初日フリー走
話疲を呼んだ︒

おなじみ︑マリア・シャラボワも︑こ

つ︒オーバーテイクポイントも多く︑勝

が印象的っ左右のコーナーは合わせて7

組み合わせた︑変化に富んだレイアウト

象っていて︑タイトなコーナーと直線の

イブ感︒温手の後ろに座ると︑自分でサ

テニス観戦の魅力は︑何と育ってもラ

ターで鮪単に購入できるのもありがたい︒

ンクによって様々︒大手チケットカウン

と並ぷ︒チケットも50・l′﹂1・280元とラ

ワールドクラスのビッグネームがずらり

準決勝で故障のため棄権という結果にな

忘れなかった︒肝心の試合はというと︑

に出場したい﹂というリップサービスも

ワ自身も記者会見で﹁北京オリンピック

する朋心の高さがうかがえる︒シャラボ

イッグをつけて応捜したりと︑彼女に対

女性ファンチームが︑おそろいの金髪ウ

マスコ

負のポイントは1コーナーとパックスト

ーブを受ける気分が味わえる︒ロジャー・

3日日の決勝を通して観戦できる︒

買っているのは間違いない︒

行︑2日日のフリー走行および公式予選︑

レートでのブレーキング我慢比べ︒テー

フェデラIのサーブスピードは？

やボールの深さをチェックできるので︑

上海国際サーキットはr上︼の漢字を

ル・トウ・ノーズで2台のマシンがコー

ートの横から観戦すると︑両選手の表情

えただけで︑ワクワクしてくるはず︒コ

た︑第7・8コーナーの間に︑1km以

だ︒ピンチになった際に︑コーチや家族

試合全体の流れを把握したい方にお勧め

果たしてくれるに違いない︒

ったが︑今年の秋に︑北京でその雪辱を

ナーに突っ込んできた場合は︑抜きつ抜

上のストレートもあり︑トップスピード

と考

かれつつの攻防戦が繰り広げられる︒ま

は330kmにもなる︒Flライブ観戦

いので︑関係者の近くに座ると︑選手に

の方を見て冷静になろうとする選手も多
感情移入しやすくなり︑より試合にのめ

の魅力は︑耳をつんざくほど大きなエン
マシンの︑地を揺るがすような爆音を全

ジン青︒ホームストレートを駆け抜ける

りこむ事ができるはず︒
2005年大会の勝者は︑男子がラフ

身で感じたい︒

アエル・ナダル︒女子が︑マリア・キリ

ちなみに︑2006年中国GPの決勝

レンコだったが︑最大のサプライズは︑

ノⅠ︶や︑キミ・ライコ

は10月1日︵日てディフェンディンク
箋ペイン／ル

ランド／マクラーレ
ンビオン争いも︑
恕と息われ鴨ので︑白

﹁テニスの銀河系軍団﹂
ガチンコの真剣勝負で

チャンピオンのフエルナンド■アロンゾ

糧

︒︒∵‖＝■∵ド

︵FuWユニ︒魚
﹁歓

￠04年￠

格を発表

カップ関催時に︑

股を準備する︒

もの︒人口密度の高い場所では︑自転

進入できない場所での追跡を考慮した

起用されるが︑これは朝岡など車両が

今年度よりパトロールにオートバイを

別警察部隊﹂を用意している︒また︑

さらにテロ犯罪や‡大事件に対処する﹁特

4段階のレベルに基づいて名義綾を毒

蔓に分け一万2000人の‡官を投入︑

他の確保という
や関係者の
︑アテネの﹁W巴宕ヨ㊥ 0ヨ巴
った状況を改
したが︑
に続くスローガンは︑﹁同一個世界︑同
﹁北京市五重
一個夢葱
つの世界︑一つの夢︑9扁
警戒部隊を﹁基
警備網Jを発表した︒
WOr︼d−Oneロー￠aヨ︶﹂︒開‡1000日
礎過回﹂﹁強化遇回﹂﹁特殊巡回﹂の3
前の1﹂月1‖巳には大会マスコットのデ
念セレモニーも開催され︑大会マスコ

ザインも発表︒同時にエ人体育館で記
ットも登場した︒キャラクタ1は魚︑
パンダ︑五輪聖火︑チベットアンチロ
あり︑愛称は﹁福娃

ープ︑ツバメをモチーフにした5種頸

︑聖火は

は﹁貝貝︵甘OIb9⊥﹂︑バンダは﹁晶

h一tp‖ヽww芦b豊ぎ亀3PcOヨ

しておこう︒
︵北京オリンピック公武ホームページ︶

ムページなどで詳しい動向をチェック

が発表されるとの暮なので︑公式ホー

ケット同様︑今年中に詳しい＃集要項

になるのはボランティア︒こちらもチ

また︑北京在住の外国人にとって気

サービスも阿時に計画されている︒

ハイライトなどの動画コンテンツ配信

ービスも実施するらしい︒また︑競技

話のコー∴卜を読み取って入場というサ

ケットを購入︑会場の入り口で携帯t

携帯モ話を利鏑してオリンピックのチ

会スポンサIの中国移勤通信によると︑

期に販売開始の予定となっている︒大

販売計画をりり−ス︑2007年上半

の発表では︑今年の上半期にチケット

見温し︒北京オリンピック組織委員会

聞‡式や人気競技は︑やや高めになる

消費能力を考慮して金額を敗定されるが︑

気になるチケットの価格は︑市民の

転車王匝﹂の中障らしさを感じる︒

︵HUanトuan︶﹂︑チベットア 車やt勤怠ヰを使用するところに︑﹁日

晶︵Ji刊g・・・・・−ng

歓

︵N・−n・−︒折句で

ンチロープは﹁迎迎︵Y・−ngy・−n且﹂︑

ツバメは﹁娩娩

オリンピック競技場は北京市内で31カ

読むとr北京歓迎伶﹂になる︒
所︒また︑香港市︑上海︑†島︑藩腸︑
萎皇島︑天津と︑その他6都市でも一
部の競技を開催する︒北富市内の競技
の体育館11カ所のエ尊がスタート︒メ

会場の準備作業は︑昨年度に新規建設
イン会場となる異称匹尭森林公園は︑
敷地の中に︑ホッケー麓技場︑アーチ

＃面積680ヘクタール︑この広大な
ェリー競技揚︑外国人蓬宇用のオリン
ピック村などが建設される︒メインス
タジアムの茶寮体育場妊︑そのデザイ
ンかち﹁鳥巣／バード・ネスト﹂と呼
ーター・キューブ﹂という愛称を♯っ

ばれ︑国豪遊液中心は﹁水立方／ウォ
ている︒また︑エ人体育鋤や首都体育
館など︑お馴染みのハコも若干化粧直
しをする︒オリンピックに向けて改♯
する会場は全部で‖カ所︒その他︑農
林匹克森林公刊闊球■︑五棟松樺球場

「藍恋体感

苧技術大学体育量■

2008年 こどう化ける1

オリンピック競技場完成図
醐を見て「本当に出来上がるのかな？」
ヒ思った人もいるはず。実際に朋へと足を運んでみ

とが、奥林匹完公園周辺に関して言うと、憩工が終わつ
た国家体育場以クーは基礎工事が始まったばかり。巽東
好漁館、奥連中心体育場なと既存の賊技唱は．改装のみ
という革もあり大きな変化はなし㌔大部分の鴨技唱は．
≧006年兼−2007年雲に完成する予定。北京の街ガ

メダル獲得へ向けて発進。中国人アスリート

北京オリンピックまで残り2年。日本人アスリ
タイトル獲得後も、国内外で無敵の遺さを誇る
ートの健蘭も気になるが、一方で母国開催大会に
アテネで、中風代表団の旗手を務めた桃明（ヤオ・
ミン）。アテネオリンピックでは、アジア最強セン
向け最終覇整に入り出した中国人アスリートか

ら目が離せない。アテネオリンピック男子110m

ターとしてリバウンド王を獲得するが、代表チ
ムは8強止まり。挑明自身も代表引退を示唆する
リンピック男子陸上での金メダルIエアジア人と
など大きな波劇を呼んだ。母国オリンピックで
ペスト8の壁を打ち破れるか？「飛び込み界のプ
して初めての快挙、同時に国民的スターとなった。
リンセス」こと軒晶晶（グオ・ジンジン）にも注目。
芦 オリンピック金メダル＆世界記録というダブル
ハードル金メダリストの劉翔（リウ・シャン）。オ

㊨

孫

崇≠蒜菖誓書許諾誤り

㊨

女子飛び込み代表として3大会速読でオリンピッ
クに出場、アテネではシングル、ベアの2朝日で金

次世代の中国卓球界を担う郭躍（グオ・ユエ）、1ヒ

メダルを獲得。昨年8月ユニバーシアード大会でも、

京マラソン4連甘を達成した孫英傑くスン・インジ
エ）、アテネオリンピック体操女子個人金メダリ

女子3m飛び込みで金メダルを獲得。27歳で挑戦

ストの張棉（チャン・ナン）など、各種目にメダリ

する地元オリンピックでの金メダル獲得に大書
スト侯鮪が数多く揃う。2008年まで残り2年間、自
国の選手以外にもホスト国の漫手の名前を演に
な期待が寄せられる。その他の競技も、アテネオ
だけで、北京でオリンピックを紀戦す
増えるはず。

＿づ●こ

㌧伊㌢ど牒学■乳剤町域け臥巨1て

：柊不才りンピック昭苫】町軍で

、植樹頓坤鱒鱒噂ぬ嘩鍵別

安用ほ書常体制を礫召に応じて
ヰ欝戯比掛けると輝。速′目釘
出■の★■、チケットの■太一
lる。

弔恥朋棚蝉醸細

、鱒

fT雷サンビサウ○廿■ll■】■■ 軒軌患凱糾㌫

芦守≒圭∴

鱒卵坤隋鱒埠嘩鱒鱒麒 麟魂如頑固球隕頑均画鱒
轡瑚嘩嘩鱒嘩坤鱒硝
酸鞭癒絶境細ぬ劇物摘．、

北京オリンピック公式マスコットの綬溝

こ鈴与＼電細

背A膏榔J蘭書弓
咽ねホ卑。鵜師

価値は25憶元に達すると見られている

■

細雨雪．勤臥

年の第28回7
ちな・みに8本欄19†

ルム大食が初蓼加
l維緻は11瑚

鱒函鱒車鱒痺如鱒醒対巨細

豚陶噂紳醸陳錘舶噸郷 邸肇坪耶拍羽咋硝晦廟囲
i■1−■

2伽年末時点での」批泰治内仁ある帝都
隷の蜜豆敬Iま絢†8万4∝氾蜜で、ベッド‡

相方瑚〈耽読布鰍局乗豪のデーづ

化甘サーl

しかし、オリンピック闊催如こは絨f

相計対敵

に船方人の外匹Åが聴冨春野れ
わている。こ柚ニー般機諌層鵬血
光乳中国劇銅の串単相

りに■■l

領鹿れ軋

誰もが知っているニュースから、識字閃なネタ軍で全部廿つくるめ！

オリンピックに間違するニュースを

鞍字

楽しみながらがノンピック最新情報をチェックしよう！

ンピック

概評

l冊S

でピックアップ

ボーッマーケティングの意義

残りの90％は印象に残らないものが多い︒

れでも記憶に残る作品は全体の約10％︑

くCMを作る努力をしていますが︑そ

たこと︒各企業とも視聴者の関心を引

ー︵3毅︶の3ランクに分けています︒

級︶︑スポンサー︵2毅︶︑サプライヤ

えるよう︑協‡企業を協力パートナ1T

さまざまな企業に幅広く協賛しても

したはうが︑盲目的にアピールするよ

特定のターゲット層に絞り込んで宣伝

しかし︑そういう時代だからこそ︑

クが開催されなければ︑中国の国内企

飛び込んできました︒北京オリンピッ

た書に当惑しているというニュースも

していたライバルの哉牛が先を越され

ました︒それと同時にスポンサ1申請

ここ最近では伊利が乳製品ブランドと

り効果があるとも言えます︒例えば︑

業は︑今はどスポーツイベントに協賛

して唯一の北京五輪スポンサーとなり

の間にあるもので︑両方のメリットを

層は︑g割以上が大卒のホワイトカラー︒

中国でのフィギュアスケートのフアン

でしょうか︒

する必要性を感じなかったのではない

言い換えれば︑従来の手段による広告

ツはメディアの報道も期待でき︑イベ

兼ね備えたものだといえます︒スポー

フィギュアスケートの試合が一度開催

スポーツイベントとは三輪車を駆使

効果が薄れつつあるという事です︒

攣んだと点きfし≦
朱私が1ひーグ初の外国人社員とし
ントヘ来る人へのアピールもできる︒

されると︑わずか4日間で3万6千人

するようなもの︒前捨は︑スポーツ・

スポーツイベントの人気や存続の鍵を振っているのは︑
企業のスポンサーシップであると言っても過言ではない︒
蜜た︑オリンピック︑ワールドカップなど︑数億人が感動を共有する大イベントに
広告を出したりと︑企業のイメージを効果的にアピールする事もできる︒
弊誌人気コーナー﹁スポーツTOP−CS﹂でお馴染み︑
オーシャンズマーケティング代表︑先晩束氏にお話を伺った︒

て入社した堅時︑1リーグが︑中国︑
日本企業が直接的にメディアを通して

に集まったホワイトカラI層に自社の

もの人たちが集まります︒つまり会場

11るよ芝若菜茎空電学ふ貰旨

中東諸国︑アメリカ︑欧州など︑音外
ツを利用すると間接的に中国の人々に

のものの運営︒2つの後輪はメディア

プロパティ︑要するにそのスポーツそ

の宣伝がためらわれる現状で︑スポー

企業名をアピールで書ます︒かなり魅

国へJリーグのTV放送権を販売する事︑
アピールできるというプラス両があり

特に中国との交流を念頭に入れていた
時期でした︒

力的なマーケットとなる訳です︒

つけると同時に︑スポーツのメディア

して︑より多くの視聴者や読者をひき

および協賛企業︒メディアは報道を通

ます︒また︑スポーツに協賛することや︑
特定の選手のスピリッツに賛同すると

普通の企業が販売するのは商品とい

北京オリンピ署夕好速射了苺■冒小友

ないし︑商業価値を高めます︒一方で︑

う事になりますが︑Jリーグでは r電

−

そのメディア価値︑ないし商業価値を

いう形でスポンサIになることで︑企

朱

うまくマーケティングツールとして利

論Tヱヨに見え呑いコンテンツ﹂を敗姦

ク開催は︑中国企彙に対するスポーツ

用しっつ︑スポーツをライフスタイル

ティングに与え墨影tと騒音

マーケティングの教育の増という意味

とする消費者を取り込んでいく書です︒

業イメージのアップにつながります︒
−トスボーッマーケティングの魅力と録ケ

での期待は大書いです．北京オリンピ

し妻す．音楽CDですと何度再生して
うではなく︑試合の結集が出る前︑つ

集 各企業にとって顛が痛いのは︑多

ック毒し虚︑五輪藻営の肇確保︑

中流ゴルフ協会などの指定代理店

私個人の意見です鱒︑オリンピッ

まりライブでその日に賦含を観なけれ

ージのアピールが難しい時代に突入し

様化す呑情報社会に伴って︑企蓋イメ

中耳サッカー協会、中国テニス協会、

も染しめますが︑スポーツの場合はそ

ば感動が激減する︒ライブに始まりラ

FIFA百倍サッカー連盟、NBA、
Jリーグの中国指定代理店

￡ノに終わき馨のコンテンツで篭
でに契約を撃とめられなければ︑何も

、東聖き

だ炒争﹁放送権の販売は︑奉る時細吏
洩るをい︑褒章に生きたコンテ㌢ツな

住所／晰囁区点菜広東里B号納湖西公萬B座88
TEL／85gか1637（担当：坪井）
E−mail／sp（汁ts◎oc8anS−malよOtlng．com

マスコミの報道︑イベントヘ参加する人ヘアピール
それがスポーツ協‡の大きなメリットだと患います

ムに蓼加、P■ワールドかブプの運
営にも携わる。2003年のF】FA女子
ワールドかγプ中正大会の北即l
斬t任書として赴任．池畔より
OCEANさM■伽摘Ⅶ社是。

のです︒も寧みと︑現在の多くのスポ

セールスサクラプの縫替改書チー

1由一阜、Jリーグヒ札放映牡の

ーツイベントの収入は︑テレビ局腹立
馳曹が看っ盛料で成り立っで小ます︒

0￠EANS∴Ma抽eting

嘗葦企業が出すスポンサ1金︑

について︑億劫哲下軒い

− スボ1㌢†1ケティング．のメリット
集 金葉宴頓に臨幸に二つ中辛誌拶あ
ります︒ひとつはメディアを通しての
法やす︒スポーツマーケテイングほそ

宣伝︑もうひとつはイベントという方

■

