
88今、とても幸せにサッ
カーをしています！

Q：リーグ序盤戦は苦
しい戦いが続きました

。ここまでを振り返って
？

「最初の勝ち点3を
手にするまでは難し

い雰囲気もありまし
たが、大宮戦で勝利

し

てからは自分たちの
やってきたことは間

違っていないと実感
しました。もちろん修

正しなければいけな
い課題はありますけ

ど、まだまだ先は長
いですし、重く受け止

め過ぎても悪循環に
なってしまう。今は雰

囲気も悪くないです
し、完全にチームが

フィットすれば誰にも
止められないという

自信はありますよ」

Q：山雅で2年目とな
る今季、自身のパフォ

ーマンスはどうでしょ
うか？

「見てもらえれば分
かると思います。自分

はこれ以上でもこれ
以下でもない選手な

の

で、今のプレーを続け
ていくことが重要。チ

ーム戦術の面でも全
く問題なくやれていま

すし、今季はゴールと
いう目に見える結果

でも貢献していきたい
と考えています」

Q：外から見ていると
、ずっと好調を維持し

ているようですが。

「やはり気持ちの部
分が大きいと思いま

す。今は自分自身、と
ても幸せにサッカー

をすることが出来て
いますから、その部

分はパフォーマンス
にも表れてきます。2

年

目ということで日本の
サッカーに慣れたこ

とも要因の一つです
ね」

Q：今季のJ2で「彼に
は負けたくない」とい

うブラジル人選手は
いますか？

「どの選手も気にな
る存在ですが、特にド

ゥドゥ（福岡）ですね。
実はブラジルのユー

ス

時代に一緒にプレー
していた選手なので

、良く知っています。彼
は非常に能力の高い

選

手ですし、今から対戦
するのが楽しみです！

」

Q：今日の対戦相手の
モンテディオ山形には

、昨季の対戦（第28節
）でゴールを決めて

います。
「あの得点のことは

今でも覚えています
。サポーターの皆さ

んにとっても印象に
残

っているシーンだと
思いますが、個人的

には平常心を保つた
めにも、気負いすぎ

る

ことなく普段どおりの
プレーをしたいと思

います。もちろんチー
ムの勝利に貢献する

という意味では、大
いに期待してもらい

たいです。これからも
サポーターの皆さん

の

ため、そして愛する家
族のために責任感を

持って、全力でプレー
します！」

序盤から好調を維持
し、早くも4得点を挙

げているセルジーニ
ョ選手。山雅2年目の

今季は戦術面や連携
面に不安もなく、持ち

味の得点力や運動量
を発揮中。

サポーターのために
、家族のために、更な

る活躍を目指します。

MF 

セルジーニョ
         SERGINHO

MDP 4.22 14:00 KICK OFF!第10節
VS モンテディオ山形SU

N
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アルウィン2
連戦の2試合
目という地の
利もあり、山
雅は序盤から
左右に揺さぶ
りながら攻撃
を仕掛け、多
くの好機を作
り出す。13
分には右CK
から高崎のヘ
ディングシュートが決まり、早い時間での先制に成
功。後半は讃岐が立て直したものの得点を許さず、
1点リードを保ったまま終盤へ。しかしパワープ
レーを仕掛ける讃岐の勢いに飲まれ、88分にはゴー
ル前の混戦から、こぼれ球を森川に流し込まれてし
まう。そのまま1-1でタイムアップ。

対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：NDソフトスタジアム山形 
●活動区域／ホームタウン：山形県／山形市、天童市、鶴岡市を中心とする全県 
●クラブマスコット：愛称「モンテス」「ディーオ」
●Jリーグ加盟年： 1999年　●社長名：森谷　俊雄 　●監督名：木山　隆之

第10節 モンテディオ山形

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 ファジアーノ岡山 20 ＋7
2 大分トリニータ 18 ＋9
3 レノファ山口FC 17 ＋4
4 FC町田ゼルビア 16 ＋4
5 東京ヴェルディ 15 ＋6
6 水戸ホーリーホック 15 ＋5
7 アビスパ福岡 15 ＋3
8 ロアッソ熊本 14 ＋0
9 横浜FC 13 －2
10 ツエーゲン金沢 12 ＋4
11 モンテディオ山形 12 －1
12 松本山雅FC 11 ＋0
13 アルビレックス新潟 11 ＋0
14 徳島ヴォルティス 11 －2
15 栃木SC 11 －6
16 ジェフユナイテッド千葉 10 －3
17 ヴァンフォーレ甲府 9 －1
18 FC岐阜 9 －2
19 大宮アルディージャ 8 －3
20 愛媛FC 7 －8
21 京都サンガF.C. 6 －6
22 カマタマーレ讃岐 6 －8

2018/4/15
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 第11節  4月28日㈯
17：00 愛媛FC
 ニンジニアスタジアム
 第12節  5月3日㈷
14：00 水戸ホーリーホック
 アルウィン
 第13節  5月6日㈰
18：00 FC岐阜
 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
 第14節  5月12日㈯
14：00 ツエーゲン金沢
 アルウィン
 第15節  5月20日㈰
14：00 アビスパ福岡
 アルウィン
 第16節  5月26日㈯
16：00 徳島ヴォルティス
 鳴門・大塚スポーツパーク
  ポカリスエットスタジアム
 第17節  6月3日㈰
13：00 栃木SC
 アルウィン

モンテディオ山形選手一覧

※＝ 2種登録

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCモンテディオ山形 VSVSVSVS

1
守田

4
飯田

2
浦田

9
高崎

47
岩上

14
パウリーニョ 31

橋内

20
石原

7
前田大

8
セルジーニョ

6
藤田

11
阪野

10
瀬沼

16
小林

14
本田

27
北川

17
中村

1
児玉

15
加賀

23
熊本

3
栗山

4
三鬼

シュートシュート

タックルタックル

クリアクリア
インターセプトインターセプト

パスパス

クロスクロス

ドリブルドリブル
ゴールゴール

シュートシュート

タックルタックル

クリアクリア
インターセプトインターセプト

パスパス

クロスクロス

ドリブルドリブル
ゴールゴール

※スタッツは第 9節終了時点のものです。

強敵の山形にも、自分たちらしいサッカーで挑もう！
開幕からの8試合で得た勝ち点は8と、苦しい戦いが続いていた山雅。しかし前節・甲府戦
は持ち味の堅守が復活し、昇格候補の強豪を1-0で破った。キーマンへの積極的なフォア
チェックが奏功すれば、試合終盤も集中力を切らさずにゴールを守り抜いた。甲府戦で掴ん
だ自信を確固たるものとするためにも、重要なのは「続けること」だ。これからも難しい試
合ばかりだが、山雅らしくチーム一丸となった戦いで、上位浮上へと突き進みたい。
今日の対戦相手はモンテディオ山形となる。山雅がJリーグ参入を果たしてから、全てのシー
ズンで対戦しているチームだ。これまでの対戦成績は3勝4敗5引き分けと相性が良いとは言
えない相手で、振り返れば必ず拮抗した試合展開となっている。今日も我慢比べとなりそう
だが、だからこそ自分たちらしさを全面に出した“真っ向勝負”を挑みたい。
今季の山形を見ると、理論家として鳴らす木山隆之監督が2年目の指揮を執っており、戦術
面においては熟成されてきた感がある。また各ポジションに指揮官のやり方を知り尽くす選
手が揃っており、連携面も問題なし。ここまでリーグ11位という現状だが、中盤戦以降に
躍進しても不思議ではないチームだ。先述のように難しい試合になることは間違いないだけ
に、やはり山雅としては守備からリズムを作りたいところだ。連動したディフェンスで失点
を許さず、ワンチャンスは逃さない勝負強さが求められるだろう。

監督インタビュー 監督　反町 康治

普段の練習から100％の気持ちで取り組みます
Q： 早いものでリーグも序盤戦を終えようとしていますが、
ここまでの戦いを振り返って？

「やはり8試合を終えた時点で勝ち点8という現状は悔しいで
すし、納得いくものではありません。振り返ると自分たちで
自分たちの試合を苦しくしている印象があり、そこは改善し
ないといけない。やはり練習で出来ないことが試合で出来る
ことはないので、普段の練習から実戦的なメニューを100％
の気持ちで取り組んでいきたいと思っています」

Q：そのような中で迎えた第9節・甲府戦は、1-0で勝利しました。
「どちらに転んでもおかしくなかった試合でしたが、我々の課題でもある最後の時間帯もは
ね返すことが出来ました。守田もかなり積極的なプレーが目立ちましたし、最終ラインも体
を投げ出して抑えられたと思います。今季は終盤に追いつかれる試合が多かったので、これ
で少しは地盤が固まってきたかなと」

Q：今日の対戦相手は、モンテディオ山形となります。
「チームを率いる木山隆之監督は、どのチームを率いても非常にまとまりのある組織を作る指
導者。チームマネジメントや分析能力などにも秀でており、実際に山形も負けの少ない安定
感のあるチームですね。また選手たちも木山監督の戦術をよく理解しており、前線や中盤に
は違いを出せるタレントが揃っています。難しい相手になりますが、我々としてはホームの
利を活かして一戦必勝で臨みたいと思います。本日も熱い声援をよろしくお願いいたします」

チーム内
得点ランキング
阪野 豊史 2
中山 仁斗 2
小林 成豪 2
フェリペ アウベス 2
中村 駿 1

他 2名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 4
高崎 寛之 2
岩上 祐三 2
永井 龍 1

パウリーニョ 1
他 1名

vs カマタマーレ讃岐

4月8日㈰14:00 アルウィン

松本山雅FC VS カマタマーレ讃岐

1 1前半0
0後半1 1

またも試合終了目前の失点で、
白星を逃す

第8節

2015シーズ
ン以来となる
甲府との一戦
は、約1万人
の観客の見守
るなかで両
チームが躍動
した。序盤か
ら一進一退の
展開が続く
が、山雅は得
意のセットプ
レーから試合を動かす。40分、右CKからのこぼれ
球をセルジーニョが豪快に押し込み、敵地で先制点
を奪取する。1点リードで迎えた後半も果敢な動き
で追加点を狙いつつ、最終ラインが体を張った守備
で甲府攻撃陣を封印。試合終盤も隙を与えなかった
山雅が、1点を守り切って勝利。

vs ヴァンフォーレ甲府

4月14日㈯14:00 山梨中銀スタジアム

ヴァンフォーレ甲府 VS 松本山雅FC

0 0前半1
0後半0 1

お互い負けられない一戦で、山雅の
堅守が復活！

第9節

GK 1 児玉　　剛 1987/12/28 183㎝/84㎏
21 櫛引　政敏 1993/01/29 186㎝/85㎏
28 摂津　颯登 1996/10/05 190㎝/80㎏
40 射庭康太朗 1995/12/07 183㎝/80㎏

DF 2 ジャイロ ロドリゲス 1992/12/31 190㎝/84㎏
3 栗山　直樹 1990/12/08 180㎝/77㎏
4 三鬼　　海 1993/04/19 174㎝/69㎏
5 茂木　力也 1996/09/27 174㎝/68㎏
6 山田　拓巳 1989/11/25 170㎝/67㎏
15 加賀　健一 1983/09/30 181㎝/75㎏
19 松本　怜大 1990/11/21 175㎝/70㎏
23 熊本　雄太 1995/07/18 186㎝/83㎏
24 古部　健太 1985/11/30 180㎝/72㎏
33 西村　竜馬 1993/07/02 185㎝/78㎏
35 坂井　達弥 1990/11/19 183㎝/77㎏
41※半田　　陸 2002/01/01 176㎝/63㎏

MF 7 松岡　亮輔 1984/10/23 173㎝/67㎏
8 アルヴァロ ロドリゲス 1993/07/19 175㎝/71㎏
14 本田　拓也 1985/04/17 177㎝/75㎏
16 小林　成豪 1994/01/08 176㎝/65㎏
17 中村　　駿 1994/02/24 178㎝/70㎏
18 南　　秀仁 1993/05/05 177㎝/71㎏
20 安西　海斗 1998/02/19 172㎝/64㎏
25 汰木　康也 1995/07/03 183㎝/70㎏
29 ク ボンヒョク 1998/02/09 175㎝/68㎏

FW 9 フェリペ アウベス 1990/05/06 183㎝/75㎏
10 瀬沼　優司 1990/09/01 185㎝/78㎏
11 阪野　豊史 1990/06/04 181㎝/81㎏
22 中村　駿太 1999/05/10 170㎝/66㎏
27 北川　柊斗 1995/06/01 180㎝/74㎏
39 中山　仁斗 1992/02/06 180㎝/73㎏



2ゲート
階段上エリア
2ゲート
階段上エリア臨時喫煙所

（ハーフタイムのみ）

※緩衝帯の位置やアウェイ自由席、
A席など、各席種の範囲は試合に
よって変動しますので、予めご了
承ください。

総合案内所（迷子・落し物）
当日券販売所

シーズンパス販売・
クラブガンズ会員受付

ユニフォーム
ブース

喫煙
エリア

喫煙
エリア

グッズ販売所

グッズ販売所

スロープゲート 後援会ブース・
ながぎんブース

サウス
ゾーン
エリア

サウス
ゾーン
エリア

メインスタンドエリアメインスタンドエリア

「ガーデンテラスエリア」「サウスゾーンエ
リア」「4ゲート会場外エリア」は、アルウィ
ン会場外での販売になります。
一度入場した後でも一旦退場、再入場が
可能ですので、皆様ぜひご利用ください。 

会場外販売について

ガーデンテラス
エリア
ガーデンテラス
エリア

（購入は会場外）（購入は会場外）

AED設置場所

Yellステーション

311

通行禁止

ファンパーク（12号広場）案内図

先行入場
抽選会
先行入場
抽選会

はしご車はしご車

Ｌｅｔ’s
運試し
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ファンパーク
グルメ

交通安全ブース交通安全ブース
アルウィンではたらくクルマアルウィンではたらくクルマ

アルピコ交通「上高地線」フォトスポットブースアルピコ交通「上高地線」フォトスポットブース
ミニSL乗り場ミニSL乗り場

オート三輪消防車オート三輪消防車
防災・救急ブース防災・救急ブース
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バックスタンドエリアバックスタンドエリア
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184ゲート
エリア
4ゲート
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4ゲート
会場外エリア
4ゲート
会場外エリア

エキサイティングピッチシート（指定席）

本日限定メニュー紹介本日限定メニュー紹介
喫茶山雅
アイスグリーンラテ…￥500　　岩上選手のチキンソテーピタパン…￥400
肉のあづみ野屋
最高級特上の山形牛の串焼き…￥１０００（￥１２００のところ赤字覚悟）
バーデン・バーデン わが家のごはん
対戦相手コロッケ…牛肉コロッケ¥500　　　山形名物玉こんにゃく…￥150
対戦相手カクテル…Ｍｔ．サングリア¥600

ワ
ン
タ
ッ
チ
パ
ス

ミニSLミニSL

1 喫茶山雅 2 エイワ 穂高ブルワリー 3 Soraya 4 四川乃華 5 DOUBLE MOUNTAIN 6 焼きたて屋 7 バーデン・バーデン 8 しおじり山賊焼の会

全緑、登頂！ソーダ
 ¥500
喫茶山雅カレーパン ¥250
岩上選手のチキンソテー
ピタパン ￥400

穂高地ビール（中）
 ¥600
穂高地ビール（大）
 ¥800
ソフトドリンク各種 ¥200

山賊バーガー ¥500
山賊黒酢バーガー ¥500
バーガーBOX ¥850
ごぼうチップス ¥250
生ビール ¥500～

上海風焼きそば ¥600
えびマヨ ¥650
山賊風唐揚げ ¥500
肉まん ¥300

チキンステーキサンド
 ¥750
ホットドック ¥600
チーズドック ¥700
フライドポテト3種の味 ¥400

たこ焼き6個 ¥400
たこ焼き10個 ¥600
鳥の唐揚げ ¥500
揚げ餅（2個入れ・3個入れ）
 ¥400～600

ソーセージ3種盛  
 ¥600
サイコロ（ハラミ）ステーキ
  ¥1000
ホットドック ¥600

山賊焼き ¥700
一口山賊 ¥400
キムタクごはん ¥400
信州地酒 ¥700

9 Halu iro 10 クレープくれよん 11 トラットリア・ジラソーレ 12 グラン・シャリオ・コンパニー 13 とり吉。 14 王滝 15 韓国食堂 HANA 16 ホテルブエナビスタ・モスバーガー

タコライス ¥750～
ピタパン ¥500～
フライドポテト ¥300
自家製ドリンク ¥300～

チョコバナナクリーム
 ¥550
信玄餅のクレープ ¥600
生ハムヤサイのクレープ
 ¥600

ピッツァドック ¥550
ベーコンレタス ¥550
オムレツフランク ¥450
各種生ビール ¥550～
生グレープフルーツサワー ¥500

特製ブレンドソースオムそば
 ¥600
飛騨生フランク ¥500
鶏皮チップス ¥400
ふりふりポテト ¥300

からあげ ¥500
手羽先からあげ ¥500
ロールケバブ ¥550
タルタル南蛮からあげ
 ¥550

スタ丼 ¥800
スタジアムバーガー
 ¥600

プルコギ丼 ¥700
海鮮チヂミ・鶏旨からあげ
 ¥500
トッポギ ¥400
チーズダッカルビ ¥800

山雅勝つ！カレーパン ¥300
コーンパンのソーセー
ジロール ¥300
バケットサンド（ハムチー
ズ・ジンギスカン） ¥650

17 やきそばよっちゃん 18 Sonnen blume Grill House 19 肉のあづみ野屋 20 ソースかつ丼明治亭 21 凌駕 movin'on 22 ほし☆スタ 23 IRORI EXPRESS 24 LIVE’S KICHEN kurekino

しこしこもちもち
富士宮やきそば ¥500
本格炭火焼き サーロイ
ンステーキ 180グラム
 ¥1000

ドイツ風ホットドック
 ¥500
ドイツ風フランクフルト
 ¥500

対戦チームご当地牛串焼き
 ¥700～
長野県産牛串焼き ¥600
安曇野産豚の串焼き ¥500
燻りペッパータン串焼き ¥500

ソース勝丼 ¥1400
J1へ華麗に勝（かつカレー）
 ¥1500
ソースかつどんまん ¥450
肉屋のメンチかつ ¥350

煮干醤油ラーメン ¥700
王様中華そば ¥700
ローストビーフ丼 ¥1000
生ビール ¥550
山雅ビール ¥650

黒毛和牛カレー ¥600
赤モツ ¥500
ソーセージ３種盛り
 ¥500

炙り豚丼 ¥900
豚カツ丼 ¥900
生姜焼丼 ¥850
味噌山賊焼き ¥600
サーティワンアイスクリーム ¥350

ゆず胡椒と炭火焼き鴨そば
 ¥750
鶏白湯そば ¥750～
あごだしラーメン ¥800
信濃うどん ¥650

25 DONER KEBAB 26 駅そばイイダヤ軒 27 クレープショップサニーズ 28 第一会舘 29 わが家のごはん 30 Dolce ViVi 31 安曇野小町

ドネルケバブ
（チキン・ビーフ） ¥500～
おつまみケバブ
（チキン・ビーフ） ¥600～
ソフトドリンク ¥200

対戦相手ご当地そば・
おやき ¥ 時価
天玉そば ¥500
特大かき揚げそば ¥550
辛子いなり ¥200

チョコバナナ ¥400
チョコバナナクリーム
 ¥500
ブルーベリークリーム
 ¥500

豚まん ¥350
五目あんかけかた焼きそば
 ¥600
たこ唐揚げ ¥300
塩焼きそば ¥500

超大陸カレーアメイジア
ライスセット ¥800
超大陸カレーアメイジア
ナンセット ¥800
鶏竜田黒酢あんかけ丼 ¥500

信州はちみつクレープ
 ¥440～
金のブリュレ ¥600
ロイヤルセレクト
ソフトクリーム ¥400

山賊串（各種） ¥400
丼 ¥600～
ジェラート（季節商品）
 ¥400
和三蜜ぷりん ¥300



5.35.3 VS 水戸ホーリーホック
@アルウィン@アルウィン14：00 KICK OFF14：00 KICK OFF

THUTHU

開催！開催！
次回ホームゲーム
■鹿島槍スポーツヴィレッジ presents
　フワフワ＆竹の水鉄砲作り
■段ボール迷路
■折り紙コーナー
■TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター presents
　セグウェイ体験コーナー

キキッッズズワ　ワワ　ワク　クク　クパークパーク

松本山雅のワクワクファミリーデー！
イベント情報 試合開始までの時間も、思いっきりアルウィンを楽しもう!!

※実施時間、実施内容等は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。TIME TABLE
10:00  ファンパークグルメ開始
 （ファンパーク）
  グルウィン会場外向け販売開始
  （サウスゾーン・ガーデンテラ

ス・4ゲート会場外エリア）

11:00  ファンパークはたらくクルマ・
鉄道大集合！開始／Let’s運試
し！「丸型ラバーキーホルダー」
販売開始（ファンパーク）

  はしご車搭乗体験整理券配
布開始（ファンパーク・防災・
救急ブース内消防車横）

  シーズンパス販売開始／クラ
ブガンズ会員受付開始

 （スタジアム場外サウスゾーン）

11:20  サッカークリニック開始
 （アルウィン芝生グラウンド）

11:30  先行入場開始／ながぎんブー
ス開始（1ゲート付近）

  グッズ販売開始（サウスゾーン・
メインスタンド・バックスタンド）

  アンセムジャケット受注販売
受付開始（4ゲート付近）

12:00 一般開門

12:50頃  積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

13:25  選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

13:48 選手紹介

14:00 前半キックオフ

14:45頃 ハーフタイム
　（15分間）

15:00頃 後半キックオフ

15:45頃 試合終了

「当日から利用できる！」
2018シーズンパス販売

【実施場所】スタジアム場外サウスゾーン
【実施時間】 11：00～14：00
  （新規受付二次販売で購入された

方のお受取は、10：30～14：00）

Let’s運試し！「丸型ラバーキーホルダー」
1回300円で嬉しい「全選手＋監督＋ガンズくん対応！」の“丸型ラバーキーホルダー”販売！どの選手が当た
るかは、ヒイテミテからのお楽しみ♪
※それぞれ1個につき、1名の選手、監督もしくはガンズくんがデザインされています。
※選手は、2018年3月9日時点の登録選手（アマチュア選手は除く）で作成しております。
※右記の商品はファンパーク以外での販売はございません。
【実施時間】11：00～13：30　【販売価格】300円（税込）　【販売数量】8,000個（予定）

長野銀行イベント　
【実施場所】1ゲート付近　ながぎんブース　　【実施時間】11：30～14：00
●「ながぎんアプリ」新規ご登録の方に山雅グッズプレゼント
24時間いつでも普通預金口座の「残高照会・取引明細
照会」等ができ、入出金明細のお知らせや新商品・キャ
ンペーン情報などお客さまにお得な情報をお知らせする
機能もご利用いただけるスマートフォン用アプリ「なが
ぎんアプリ」。当日ブースにて新規でアプリをご登録の
方に、山雅グッズ（オリジナルタオルハンカチなど）を
プレゼントします。

●長野銀行×松本山雅FC
2018オリジナルカレンダーの引き換え
「第3回春のわくわく！松本山雅FCプレ
ゼントキャンペーン!!」に応募された方
にもれなくプレゼントする、「オリジナ
ルカレンダー」の引き換えを行います。
※「引換券」がないとカレンダーをお渡
しできませんのでご注意ください。

●山雅川柳募集・小冊子の配布
皆様からご応募いただきました作
品を「2017年～2018年1月松本山
雅川柳」として一冊の冊子にまとめ
ましたので、この冊子を「ながぎん
ブース」で配布いたします。また、
2018年度川柳の受付も行います。
奮ってご応募ください。

ファンパークグルメ
山形グルメやワクワクファミリーデーにちなみご家族の皆さんにお楽しみいただけるグルメがいっぱい！是非こちらもご賞味ください！
【販売時間】10：00～13：30
■炎のカリーパン　モンテディオ山形
の名物グルメ、毎回対戦相手にちな
んだ食材・料理が中に入った「炎の
カリーパン」が出張販売！
・炎のカリーパン 並・辛   各種210円
　喰っちゃおシリーズ   各種260円～
・ペッカくんバター富貴豆どら焼   210円
・ペッカくんまんじゅう
　（ずんだまんじゅう）6個   800円
・ペッカくんタオルマフラー
　  2,000円（全て税込）
■喫茶山雅　山形名物、炎のカリーパ
ンの隣でカレーパン対決に挑みます！
・喫茶山雅カレーパン   250円
・アイスコーヒー   450円

■焼きたて屋
・ジューシー鳥の唐揚げ   500円
・BooBoo！フランクフルト   300円
・あげもち2個入れ   400円
　　　　　3個入れ   600円
■グラン・シャリオ・コンパニー
・点滴ジュース（限定200個）   600円
・カラフルコットンキャンディー   300円
・ふわふわかき氷（練乳サービス）   500円
■Café SENRI
・ロイヤルスウィートバニラ
　ソフトクリーム ……………………400円
・レインボーかき氷 ………………400円
・バニラフロート ……………………400円

●防災・救急ブース
「救急車・消防車」そして今年
は、「はしご車」が来場！
お子様用の防火衣の貸出もござ
いますので、本物の消防士になりきっ
て写真撮影などもお楽しみいただき、
緊急時に皆さんを守る車両のことを学
習してみてください。また、消火器体
験コーナーも実施いたします。
■はしご車搭乗体験コーナーについて
はしご車の乗車体験は、小学生の親子50組を対象に実施
させていただきます。事前に整理券を配布いたしますので、
お受取のうえご参加ください。
【対象】小学生の親子　50組
【整理券配布時間/場所】11：00～／防災・救急ブース内消防車横
【実施時間】第1回 11：00～12：00／第2回 12：30～13：30
※小学生未満は保護者がいても搭乗は不可能です。小学
生の搭乗は保護者の承諾と同乗が必要となります。
※予定枚数が終了次第、配布終了となります。
●オート三輪消防車コーナー
丸子地域自治センターにて
保管されている昭和30年
（1955年）式オート三輪消
防車がファンパークに初来
場！オート三輪消防車は、平成21年から始まった「1955年
式オート三輪消防車復活プロジェクト」により、修復され新
車のように生まれ変わり放水、走行ができるようになったそ
うです。レトロな車体をぜひ、ご覧ください。（展示のみ）

●出張！アルピコ交通「上高地線」フォトスポット
アルピコ交通「上高地線」フォトスポットを
設置いたします。＃yamagaをつけてつぶ
やき、楽しさを拡散しよう♪

●交通安全ブース
「パトカー（災害警備車両）」と「白バイ」、
そして交通安全体験車「チャレンジ号」
が来場！「パトカー（災害警備車
両）」は、DJポリスで有名になっ
た車両です！「チャレンジ号」は、
タッチパネル形式で飛び出しな
どに対する視野の広さと反応な
どを簡易検査することのできる交通安
全体験車です。

●ミニSL“山雅号”！
本物の蒸気機関車のように石炭を
燃やして走るミニSLが今年もファン
パークに！
※実施時間は、13：00まで

●アルウィンではたらくクルマ
アルウィンの芝生を管理している
「芝刈り機」と「スイーパー」が登
場！選手が素晴らしいプレーをで
きるよういつも整備してくれてい
る「クルマ」を近くでみてみよう！

ファンパーク はたらくクルマ・鉄道大集合！※一部雨天中止
【実施時間】11：00～13：30　※出動要請がかかった場合、車両の展示は実施できませんのであらかじめご了承ください。

受付
最終日!!



OFFICIAL GOODS　新発売商品紹介

【オンラインショップ取扱い開始時間について】10 時より販売を開始いたします。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWING

N35.6947316 E140.0645826 （千葉県 習志野高校グラウンド）
　３年間毎日のように泥だらけになりながら過ごしたグラ
ウンドです。ここで頑張った日々があったからプロになれ
たし、仲間と経験した辛いことも楽しいことも…たくさん
の思い出が染み込んでいます。
　１年生のときは特にキツかったですね。毎日の朝練は先
に行かなければいけないので朝４時半に起きて始発で通
学して、「当番」になると夜の練習後にグラウンドにボール
が落ちていないか確認したり部室を掃除したりして帰りが
夜11時くらいになっていました。
　あとはやっぱり、圧倒的な上下関係ですね（笑）。「挨拶
の声が小さい」「（校内で）遠くにいる先輩に気付かず挨拶
がなかった」「部室が汚い」などなど、いろんな理由で先輩
に走りを命じられていました。完璧にこなしていると、今度
は「最近走ってないから」ということで結局走ることに…。
連帯責任で全員が設定タイムに入らないといけないので、

速い選手が遅い選手を後ろから押したり、ギリギリのとき
はヘッドスライディングで気持ちを見せて0.1秒の遅れを
許してもらったり。この状況から脱したくて一刻も早く２年
生になりたかったのを覚えています（笑）。
　だけど、全国を目指して集まった仲間と毎日サッカーが
できるのは純粋に楽しかったし、そこで培ったがむしゃら
に頑張るメンタルは今にも繋がっていると思います。

 守田達弥の
座標

※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店で同日より取り扱いを行う予定です。

2018シーズンもホームタウン・スポンサーの皆様
から数々の景品をご提供いただきました。当選さ
れた方には入場時にお配りする袋の中に「当選券」
が封入されています。
〈引換場所〉総合案内所
〈引換時間〉試合終了1時間後まで　※当日のみ有効

松本山雅FC提供景品
●選手サイン入りボール  1名様

ホームタウンご提供景品
●塩尻市様ご提供 ＊お子様が当選▶ぶどうジュース
　＊塩尻産ワイン赤白セット（2本1組） 1名様
●池田町様ご提供
　池田町産「桑製品」の詰め合わせセット 1名様
　池田町産「豆腐製品」詰め合わせセット 1名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　信州プルーンエキス  6名様

●キリンビール株式会社長野支店様 ご提供
　＊キリン一番搾り350ml缶24本（1ケース）  1名様

●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
　キリンメッツグレープフルーツ350ml缶24本入り  3名様

●株式会社泉精器製作所様ご提供
　電動シェーバーIZF-V537-S  1名様
　マイナスイオンドライヤーDR-RM77-W  1名様

●ダスキン信州加盟店会様ご提供
　くらしキレイBOX  3名様

●ミサワホーム甲信株式会社様ご提供
　ミッフィー人形  3名様

●株式会社サンフレッシュ食品様ご提供
　信州オレイン豚セット（バラ肉・モモ肉200グラムずつ）  3名様

●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
　ペア入浴券  5名様

●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券  3名様

●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里  5名様

●株式会社白馬そだち様ご提供
　白馬村産コシヒカリ2kg  2名様

●株式会社 和牛厨ふか尾様ご提供
　ふか尾のレトルト食品詰め合わせセット
　（飛騨牛すじ肉カレー＆ハヤシ）  2名様

※当選券記載の当選番号は、上記の抽選会景品順
ではありません。毎回ランダムにしておりますの
で、何が当たるかお楽しみです♪

＊の景品は、お子様が当選した場合、別の商品をご
提供いたします。

アクリルキーホルダー
（色差し） 1,100円（税込）
【サイズ】全長約110mm
【素　材】アクリル、合金

NEW

スタジアムクッション
 1,000円（税込）
【サイズ】約280×320mm
【素　材】EVAポリエステル

NEW

ベルトハンプトート 4,200円（税込）
【サイズ】約H350×W500（口前）×150mm
【素　材】ポリエステル

NEW

ワークキャップ
 3,500円（税込）
【サイズ】フリー
【素　材】綿

NEW



2018年4月21日現在

GK 30
GOH Dong Min

ゴ ドンミン
1999/01/12
190cm/78kg
大倫高校（大韓民国）

GK 1
Tatsuya MORITA

守田 達弥
1990/08/03
191cm/87kg
アルビレックス新潟

Yasuharu SORIMACHI

反町 康治
1964/03/08

GK 16
Tomohiko MURAYAMA

村山 智彦
1987/08/22
184cm/78kg
湘南ベルマーレ

GK 21
Tomoyuki SUZUKI

鈴木 智幸
1985/12/20
185cm/80kg
栃木 SC

DF 29
Yota SHIMOKAWA

下川 陽太
1995/09/07
178cm/70kg
大阪商業大学

DF 4
Masaki IIDA

飯田 真輝
1985/09/15
187cm/82kg
東京ヴェルディ

DF 3
Hayuma TANAKA

田中 隼磨
1982/07/31
174cm/64kg
名古屋グランパス

DF 2
Nobuhisa URATA

浦田 延尚
1989/09/13
178cm/74kg
愛媛 FC

DF 18
Takefumi TOMA

當間 建文
1989/03/21
178cm/72kg
モンテディオ山形

DEFENDER

MF 5
Yudai IWAMA

岩間 雄大
1986/02/21
178cm/69kg
V・ファーレン長崎

DF 34
JO Jin Woo

ジョ ジヌ
1999/11/17
189cm/81kg
仁川南高校（大韓民国）

DF 33
Yu YASUKAWA

安川 有
1988/05/24
183cm/73kg
大分トリニータ

DF 35
Daiki MORIMOTO

森本 大貴
1995/09/15
184cm/74kg
関東学院大学

DF 36
Yuki MUTO

武藤 友樹
1995/05/09
174cm/65kg
法政大学

MF 17
Takaaki SHICHI

志知 孝明
1993/12/27
177cm/70kg
福島ユナイテッド FC

MF 10
Kohei KUDO

工藤 浩平
1984/08/28
166cm/63kg
サンフレッチェ広島

MF 8
SERGINHO

セルジーニョ
1990/12/03
166cm/62kg
セアラーSC（ブラジル）

MF 13
Keiya NAKAMI

中美 慶哉
1991/09/23
177cm/69kg
ツエーゲン金沢

MF 14
PAULINHO 

パウリーニョ
1989/01/26
177cm/77kg
湘南ベルマーレ

MF 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg
大宮アルディージャ

MF 25
Naoki MAEDA

前田 直輝
1994/11/17
175cm/66kg
横浜 F・マリノス

MF 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 37
Mitsuo YAMADA

山田 満夫
1994/05/26
174cm/66kg
仙台大学

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

FW 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg
鹿島アントラーズ

FW 19
Hiroki YAMAMOTO

山本 大貴
1991/11/15
178cm/70kg
ベガルタ仙台

FW 38
Ryo NAGAI

永井 龍
1991/05/23
180cm/73kg
名古屋グランパス

FW 39
Ren KOMATSU

小松 蓮
1998/09/10
183cm/77kg
産業能率大学

2018 
ALL PLAYERS

DF 31
Yuya HASHIUCHI 

橋内 優也
1987/07/13
175cm/72kg
徳島ヴォルティス

MF 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg
愛媛 FC

MF 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

FW 7
Daizen MAEDA

前田 大然
1997/10/20
173cm/67kg
水戸ホーリーホック

GOAL KEEPERMANAGER

MID FIELDER

FORWARD

SUPPORTERS

※ 4/21 時点登録選手


	山形戦MDP_納品用PDF_H1
	山形戦MDP_納品用PDF

