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昨年 6 月、現役から退くことを発表した元サッカー日本代表 藤田俊哉の引退試合として、「ほけんの窓口プレ

ゼンツ 藤田俊哉送別試合」を、2013年5月23日（木）19時より、国立競技場（東京都）で開催致します。 

 

 Jリーグの“引退試合”は、「公式試合および天皇杯全日本サッカー選手権大

会において通算500試合以上の出場実績を達成した選手、またはＪリーグで活

躍し、Ｊリーグの発展に著しく貢献した選手を対象として開催する〔J リーグ

規約 第 72 条〕」名誉のある試合です。今回の試合は、J リーグ史上 13 人目、

日本サッカー界の聖地・国立競技場の開催は、2004 年（井原正巳さん/現：柏

レイソルヘッドコーチ）以来の史上4人目となります。 

 

当日は、ジュビロ磐田OBを中心とした日本サッカー界のレジェンドほか、現在、ヨーロッパを中心とした海

外クラブに所属し、サッカー日本代表としても活躍するスター選手が集結する予定です。 

記 

タ イ ト ル： ほけんの窓口プレゼンツ 藤田俊哉送別試合 

日 時：  2013年5月23日（木） 19時00分 キックオフ 

場 所： 国立競技場（東京都） 

主 催： 公益財団日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管： 株式会社ヤマハフットボールクラブ、公益財団法人東京都サッカー協会 

放 送： BS-TBS 

特別協賛： ほけんの窓口グループ株式会社 

後    援： Cheer！ＮＩＰＰＯＮ 

協 力： 静岡新聞社・静岡放送 

カ ー ド： ジュビロ スターズ（ジュビロ磐田OBを中心としたチーム） 

 vs ジャパン ブルー（サッカー日本代表経験者を中心としたチーム） 

出場選手： ＜ジュビロ スターズ＞ 

（予定） 【中山雅史氏、名波浩氏、福西崇史氏、田中誠氏、鈴木秀人氏等が出場予定】 

 ＜ジャパン ブルー＞ 

 【中田英寿氏、武田修宏氏、秋田豊氏や、海外クラブ所属の現役日本代表選手が出場予定】 

 ※その他、藤田俊哉と親交のある芸能関係者も出場予定。 

  

監 督： 山本昌邦氏（ジュビロ スターズ）、松木安太郎氏（ジャパン ブルー） 

特別ゲスト： ハイ・ベルデン氏（VVVフェンロ会長） 

 

Ｊリーグ通算106ゴールの天才ミッドフィルダーが輝く“最後の舞台” 

ほけんの窓口プレゼンツ 藤田俊哉送別試合 
日本サッカー界のレジェンド、現役のスター選手が集結 

※出場選手については、所属クラブのスケジュール等が優先になります。 

当日でも急遽変更になる場合がございますので、予めご了承いただけますと幸いです。 

※出場選手や観光ツアー、オリジナル限定グッズについては、決定次第、ジュビロ磐田から発表致します。 



 

 

 

■藤田俊哉プロフィール 

◆名 前： 藤田 俊哉（ふじた としや） 

◆生年月日： 1971年10月4日 

◆身長/体重： 174cm/64kg 

◆出 生 地： 静岡県 

◆経 歴： 筑波大学卒(1994)  

ジュビロ磐田（1994～2003） 

FCユトレヒト（2003） 

ジュビロ磐田 （2004～05）  

名古屋グランパス（2005～2008） 

ロアッソ熊本（2009～2010） 

ジェフユナイテッド千葉（2011） 

2012年退団、2012年7月現役引退 

2012年7月 ジュビロ磐田とアドバイザー契約 

2007年 6月から 3期6年に渡り日本プロサッカー選手会会長を務める 

◆公式サイト： http://www.toshiya.tv/ 

◆キ ャ リ ア： 前人未到のチャレンジへ !日本人初 『欧州クラブ監督就任目指す』 

筑波大学を経て1994年にジュビロ磐田に入団。1年目からレギュラーを獲得し、中山雅史、名

波浩らとともに、ステージ優勝6回、年間優勝3回、アジアクラブ選手権優勝1回という磐田黄金

時代を作り上げ、自身も J リーグ・ベストイレブンに 3度選出される。また 2001年には J リーグＭ

ＶＰを受賞。名実ともに日本を代表する攻撃的ミッドフィルダーとして、日本代表では 1995年から

10年に渡り選出される。 また、2007年 8月、J リーグ史上 4人目、ＦＷ登録以外の選手としては

史上初の J リーグ通算100得点を達成している。  

2003年、オランダ1部リーグのユトレヒトへ半年間の期限付き移籍を果たし、海外でのプレーも

経験。帰国後に一旦、ジュビロ磐田に復帰するも 2005年、名古屋グランパス(J1)へ移籍、その後

ロアッソ熊本(J2)、ユナイテッドジェフ千葉へ移籍し、2012年 1月に退団。2012年 7月、18年に

渡る現役生活に終止符を打つ。 

今後は日本人初となるヨーロッパクラブでの監督就任を目指し、2013年7月（予定）からオラン

ダ 1部リーグのＶＶＶフェンロで指導者キャリアをスタートさせる。  

 

◆デ ー タ： ＜日本代表通算＞ 国際Aマッチ 24試合出場／3得点 

 ＜J リーグ戦通算＞ J1＝419試合出場／100得点、J2＝79試合出場／6得点 

 ＜オランダリーグ通算＞ エールディビジ（1部）＝14試合出場／1得点 

 

年  所属  カテゴリ  出場  ゴール  

1995-2005  磐 田  Ｊ１  336  94  

2003  ユトレヒト  ｴｰﾙﾃﾞｨﾋﾞｼ  ゙  14  1  

2005-08  名古屋  Ｊ１  83  6  

2009-10  熊 本  Ｊ２  75  6  

2011  千葉  Ｊ２  4  0  

 【日本代表】 

1995-2005    24  3  

 

http://www.toshiya.tv/


 

 

 

■観戦チケットについて 

席種 前売り料金 当日料金 

「10」SHIYAシート 10,000円 ― 

SS指定席 4,000円 4,500円 

SB指定席 4,000円 4,500円 

自由席 大人 2,500円 3,000円 

自由席 小中高 1,500円 2,000円 

車椅子席 大人 2,000円 ― 

車椅子席 小中高 1,000円 ― 

 

※「10」SHIYAシートはスペシャル特典付のシート！ 
藤田俊哉のサイン入りオリジナル限定パンフレット付き。 
さらに試合後、藤田俊哉とのメモリアル集合写真の撮影を予定しています。（個人撮影はできません） 
 

■販売方法 

１）【ジュビロ磐田サポーターズクラブ会員限定！「オリジナルチケット先行抽選販売」】 

☆受 付 期 間  4月12日（金）12：00～4月21日（日）23：29 

 ※16日（火）、17日（水）の 2：30～5：30はシステムメンテナンスのため受付休止。 

２）【ぴあ先行販売（プリセール）】 チケットぴあ会員の方限定に、先行優待販売を行います。 

☆受 付 期 間  4月24日（水）10：00 ～4月26日（金）23：59 

３）【一般販売】   販売開始日  4月27日（土） 10：00 

☆購 入 方 法 ○店頭購入 ／チケットぴあ、全国のコンビニエンスストア、ジュビロショップ浜松／磐田 ほか 

  ○インターネット／チケットぴあ、ローチケ.com（ローソンチケット） 

  ○電話予約／チケットぴあ   ℡0570-02-9999（オールジャンル） 

            ローソンチケット ℡0570-000-777（オペレーター対応）/0570-084-004（24時間） 

※先行販売で予定枚数が終了した場合は、一般販売はございません。予めご了承ください。 

※完売の場合を除き、当日券を、国立競技場の千駄ヶ谷門ならびに代々木門でのみ販売予定です。 

 

■お問合せ先 

【本興行に関するお問い合わせ】 

ジュビロ磐田  ℡：0538-36-4670 （9：00～18：00／日・月休） 

 

【チケットに関するお問い合わせ】 

チケットぴあ  ℡：0570-02-9111 （10：00～18：00※オペレーター対応） 

＊オリジナルチケット抽選販売については、チケットぴあ「question@pia.co.jp」（メールの件名に“「藤田俊哉送別試合」

お問い合わせ”と必ずご明記ください）にお問い合わせください 

 

※オリジナルチケット抽選販売における、当落の問合せにはお答えできません。 

 

■特別協賛：ほけんの窓口グループについて 

「ほけんの窓口グループ」はお客様が納得して最適な保険が選べるよう、コンサル

ティングに基づくライフプランニングを重視し、地域に密着した店舗作りを目指して

います。また、より多くのお客様が気軽にご相談いただけるよう、今後も全国各地

に出店を加速し、｢すべての方に、最適な保険を｣ご提案してまいります。 

（※）店舗数：389 店舗【ほけんの窓口：252 店舗 みんなの保険プラザ：103 店舗 

ほけんの専門店：34店舗】（2013年4月8日現在） 

http://www.hokennomadoguchi.com/ 

 

 

 

本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先 

共同PR㈱ 大沢正義 TEL: 03-3571-5275 FAX: 03-3574-1005 

携帯 :090-5337-6263 Mail: m-osawa@kyodo-pr.co.jp 

mailto:question@pia.co.jp
http://www.hokennomadoguchi.com/

