
77感謝の気持ちを込め
て、“恩返し”を！

Q：リーグ戦も中盤戦
に入ろうとしています

が、序盤の戦いを振り
返って？

「なかなか勝ててい
ないですけど、負けて

いないことはポジテ
ィブに捉えています

。

個人のプレーとして
は守備に関しては前

線から上手く相手を
はめることが出来て

い

るので、あとはゴール
やアシストなど攻撃

面でチームに貢献し
たいと思います」

Q：今季はチームでの
競争はもちろん、U-2

1日本代表での戦いも
ありますが？

「実際に南米の代表
チームと対戦してみて

、技術に関しては負け
ていなかったけど、ス

ピードや勝利への執
着心は南米の選手た

ちの方が上回ってい
たのかなと感じました

。

それでも個人的には
ゴールを決められま

したし、中1日での試
合という厳しい日程

で

もチームの雰囲気は
良かったです」

Q：南米遠征からチー
ムに復帰して以降、パ

フォーマンスも高まっ
ているようですが？

「周りの方から見れ
ば良いプレーをして

いると思われるかも
知れませんが、なか

な

か得点に絡めていな
いので個人的には悔

しさがあります。でも
焦っても仕方がない

のでゴールを取れる
ように、毎日のトレー

ニングに全力で取り
組むだけです」

Q：今日の対戦相手は
水戸ホーリーホックに

なります。どのような
印象がありますか？

「今季も水戸の試合
はチェックしています

が、昨季からチームの
スタイルが大きく変わ

っ

ている印象です。昨季
は前に速く仕掛ける

スタイルでしたが、今
季は後ろからしっかり

ボールを繋いでいる
なと。対戦相手として

は間違いなく手強い
チームですが、山雅の

勝

利のためにもゴール
を決めたいです。水戸

サポーターの皆さん
にも『前田は山雅に戻

って、もっと良い選手
になったな』と思って

もらえるように頑張り
ます」

Q：最後に両チームの
サポーターの皆さんに

メッセージをお願いし
ます！

「山雅サポーターの
皆さんの毎試合の熱

い声援は本当に力に
なっているので、ゴー

ルを取って勝利に貢
献することで応えた

いですね。水戸サポ
ーターの皆さんには

昨

季の感謝の気持ちを
込めて、ゴールという

形で“恩返し”出来れ
ばと思います」

昨季、期限付き移籍
先の水戸で大きく成

長し、名を上げて山雅
への帰還を遂げた前

田大然

選手。目標の東京五
輪出場のためチーム

と代表の両方で結果
を求められる今季は

、攻守に

重要なピースとして存
在感を放っています。

FW 

前田 大然
Daizen MAEDA

MDP 5.3 14:00 KICK OFF!第12節
VS 水戸ホーリーホックTH

U
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浦田、値千金の決勝弾！好調の山形を1-0で下す
好天にも恵まれ、12000人の
大観衆が駆け付けたアルウィ
ン。ファン、サポーターの声
援に後押しされた山雅は、序
盤から山形陣内へと積極的に
仕掛ける。23分にはセルジー
ニョからのクロスを浦田が頭
で押し込み、欲しかった先制
点を奪うことに成功。その後も流れを手放すことなく
時計の針を進め、攻撃的選手を投入した山形の攻勢を
はね返す。追加点が決められなかったために苦しい展
開になったが、2試合連続となる無失点勝利を飾った。
DF2
浦田延尚選手
「ファーサイド
でフリーにな
れて、すごく良
いボールがセ
ルジーニョから来たので、あ
とは決めるだけでした。最後
まで体を張って守ることも
出来ていたし、２試合連続で
（失点）ゼロというのは自信
を持っていいと思います」

MF8
セルジーニョ選手
「（アシストの
場面は）ペナル
ティーエリア
内にスペース
が見えたので、そこにクロス
を上げれば誰かが入ってき
てくれると信じて、クロスを
上げました。うまく浦田選手
が入ってくれて、ゴールが決
まって本当に嬉しいです」

対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：ケーズデンキスタジアム水戸
●活動区域／ホームタウン： 水戸市・ひたちなか市・笠間市・那珂市・小美玉市・茨城町・

城里町・大洗町・東海村
●クラブマスコット：愛称「ホーリーくん」
●Jリーグ加盟年：2000年　●社長名：沼田　邦郎　●監督名：長谷部　茂利

第12節 水戸ホーリーホック

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 24 ＋11
2 ファジアーノ岡山 24 ＋9
3 レノファ山口FC 20 ＋4
4 アビスパ福岡 19 ＋5
5 東京ヴェルディ 18 ＋7
6 ロアッソ熊本 17 －1
7 横浜FC 17 －1
8 FC町田ゼルビア 16 ＋2
9 ツエーゲン金沢 15 ＋4
10 松本山雅FC 15 ＋1
11 水戸ホーリーホック 15 ＋1
12 栃木SC 15 －5
13 大宮アルディージャ 14 ＋0
14 アルビレックス新潟 14 ＋0
15 モンテディオ山形 12 －3
16 ヴァンフォーレ甲府 11 －1
17 徳島ヴォルティス 11 －4
18 ジェフユナイテッド千葉 11 －5
19 FC岐阜 10 －3
20 カマタマーレ讃岐 10 －7
21 京都サンガF.C. 9 －6
22 愛媛FC 9 －8

2018/4/28
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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
 第18節  6月9日㈯
15：00 京都サンガF.C.
 京都市西京極総合運動公園
  陸上競技場兼球技場
 第19節  6月16日㈯
18：00 大分トリニータ
 アルウィン

水戸ホーリーホック選手一覧

※＝ 2種登録

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVS水戸ホーリーホック
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※スタッツは第 11節終了時点のものです。

大事なのはハードワーク！過密日程でも走り勝てるか
一進一退の続いていた山雅が、いよいよ反転攻勢に入ろうとしている。第10節・山形戦は1
万2千人超の観衆に後押しを受け、序盤から主導権を握ることに成功。幾つかの課題があっ
たものの、2試合連続となる無失点勝利を飾った。これで今季初の2連勝を飾り、5試合負け
なし。この勢いのままに、チームの真価が問われる過密日程でも結果を残すことが出来るか。
今日はゴールデンウィーク連戦で唯一のホームゲームだけに、是が非でも白星が欲しい。
今日の対戦相手は水戸ホーリーホックとなる。今季は選手やスタッフの多くが入れ替わり、
心機一転のシーズンとなる。神戸や千葉でコーチを務めた長谷部茂利監督のもと、他チーム
から期限付き移籍で獲得した若手が出場機会を得ているのが特長だ。岸本武流や黒川淳史、
小島幹敏らは既に才能を開花させており注意が必要。またジェフェルソン・バイアーノやジ
エゴの両ブラジル人もチームの主軸として定着している。リーグ戦序盤から着実に勝ち点を
積み重ねているのも頷ける難敵だ。
過密日程の最中という事情もあり、怪我や累積警告による出場停止などのアクシデントも想
定される。両指揮官がどのようなメンバーを選ぶかは読めない部分もあるが、いずれにして
もチームの総合力を活かしたい一戦だ。水戸は若い選手が多いだけに運動量も豊富で、ジエ
ゴのロングスローも脅威。そのような中でもハードワークで上回り、主導権を手放さない戦
いが期待される。

監督インタビュー 監督　反町 康治

子どもたちのためにも良いサッカーで勝利を目指します
Q： 第10節・山形戦は1-0で勝利しました。
「暑さの汗と、冷や汗の両方が出た試合でしたね。前半は自分
たちのリズムでしたが、後半は相手の勢いに押し込まれてし
まった。それは仕方のない部分もありますが、追加点を取れ
るのが本当に強いチーム。その意味で課題もありますが、暑
い中でも足を止めることなく走り抜いた選手たちには感謝し
たいと思います」

Q：今日の対戦相手は水戸ホーリーホックになります。
「チーム事情もあって毎年のように選手やスタッフが入れ替わりますが、若手選手が試合に
出て、育っていく土壌がある。その中で主力に定着する選手もおり、安定した成績が残せて
いる要因でしょう。個々の選手を見ると、2トップの活躍が目を引きます。ジェフェルソン・
バイアーノは大型選手ながら走れますし、岸本武流も動きに切れがあります。また空中戦に
強い選手も多く、セットプレーにも気を付けなければいけません」

Q：ゴールデンウィークの連戦ということもあり、チームの総合力が問われる一戦です。
「過密日程ということもあり、水戸さんもどのようなメンバーで臨んでくるかは分かりません。
ただ我々としては日頃から話しているように、その時のベストコンディションを保っている
選手を優先的に起用していく考えに変わりありません。『こどもの日』も近いということで多
くの子どもたちのためにも、良いサッカーをして勝利を目指します。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
ジェフェルソン バイアーノ 4
岸本 武流 2
田向 泰輝 1
小島 幹敏 1
黒川 淳史 1

他 3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
飯田 真輝 1
浦田 延尚 1

他 3名

vs モンテディオ山形
4月22日㈰14:03 アルウィン

松本山雅FC VS モンテディオ山形

1 1前半0
0後半0 0

反町　康治 監督 木山　隆之 
GK 1 守田　達弥
DF 4 飯田　真輝
DF 31 橋内　優也
DF 2 浦田　延尚
MF 47 岩上　祐三
MF 14 パウリーニョ
MF 6 藤田　息吹
MF 20 石原　崇兆
MF 8 セルジーニョ
FW 7 前田　大然
FW 9 高崎　寛之

STARTING MEMBER
GK 1 児玉　　剛
DF 15 加賀　健一
DF 3 栗山　直樹
DF 23 熊本　雄太
MF 4 三鬼　　海
MF 17 中村　　駿
MF 14 本田　拓也
MF 27 北川　柊斗
FW 10 瀬沼　優司
FW 11 阪野　豊史
FW 16 小林　成豪

GK 21 鈴木　智幸
DF 3 田中　隼磨
MF 5 岩間　雄大
MF 10 工藤　浩平
MF 23 岡本　知剛
MF 25 前田　直輝
FW 19 山本　大貴

SUBSTITUTE

GK 21 櫛引　政敏
DF 6 山田　拓巳
DF 35 坂井　達弥
MF 18 南　　秀仁
MF 25 汰木　康也
FW 9 フェリペ アウベス
FW 39 中山　仁斗

浦田（23分） 得点者
高崎→山本（70分）
浦田→岩間（83分）
前田大→前田直（87分）

交代
瀬沼→中山（61分）
北川→南（73分）
阪野→フェリペ（81分）

岩上（17分）
警告

加賀（23分）
栗山（28分）
本田（90分）
小林（90＋5分）

第10節

GK 1 本間　幸司 1977/04/27 185㎝/84㎏
21 小泉　勇人 1995/09/14 192㎝/83㎏
31 長谷川　凌 1999/04/21 191㎝/70㎏
50 松井　謙弥 1985/09/10 187㎝/72㎏

DF 2 田向　泰輝 1992/03/24 175㎝/69㎏
3 浜崎　拓磨 1993/02/17 175㎝/70㎏
4 ンドカ ボニフェイス 1996/02/15 183㎝/89㎏
5 伊藤　槙人 1992/10/18 183㎝/76㎏
6 ジ　エ　ゴ 1995/09/21 183㎝/77㎏
17 冨田　大介 1977/04/24 180㎝/76㎏
24 細川　淳矢 1984/06/24 182㎝/74㎏
33 福井　諒司 1987/08/07 180㎝/73㎏
44 永坂　勇人 1994/05/22 186㎝/77㎏

MF 7 船谷　圭祐 1986/01/07 174㎝/68㎏
8 前　　寛之 1995/08/01 173㎝/70㎏
10 木村　祐志 1987/10/05 177㎝/70㎏

MF 13 田中　恵太 1989/12/26 169㎝/61㎏
14 佐藤　　祥 1993/07/22 174㎝/71㎏
18 白井　永地 1995/09/26 176㎝/66㎏
19 平野　佑一 1996/03/11 175㎝/64㎏
22 中川　洋介 1998/04/28 164㎝/60㎏
23 外山　　凌 1994/07/29 177㎝/69㎏
26 小島　幹敏 1996/09/17 177㎝/67㎏
32 黒川　淳史 1998/02/04 170㎝/60㎏
35 大原　彰輝 1999/08/28 175㎝/68㎏
39 元田　龍矢 1994/09/02 175㎝/70㎏
46 伊藤涼太郎 1998/02/06 174㎝/62㎏

FW 9 ジェフェルソン バイアーノ 1995/05/10 186㎝/83㎏
15 宮本　拓弥 1993/05/21 183㎝/85㎏
40 岸本　武流 1997/07/16 174㎝/66㎏
41 安彦　考真 1978/02/01 175㎝/74㎏
49 齋藤　恵太 1993/03/31 181㎝/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

クラブガンズ会員受付
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「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
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エキサイティングピッチシート（指定席）

肉のあづみ野屋
「茨城県産牛」串焼…………￥700

ワ
ン
タ
ッ
チ
パ
ス

ふわ
　ふわ
ふわ
　ふわ

段ボール迷路段ボール迷路

本日限定メニュー紹介本日限定メニュー紹介
セグウェイ体験
コーナー
セグウェイ体験
コーナー キッセイ商事

㈱ブース

1 喫茶山雅 2 エイワ 穂高ブルワリー 3 元気がでるからあげチキチキ 4 四川乃華 5 matsumoto Mt.BARU 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
ホットコーヒー ¥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

信州ジビエ鹿肉あげせんべい
（からあげ） ¥600
チキチキからあげせんべい
 ¥500
つけから ¥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

信州牛のあらびき牛串
 ¥700
信州ポークのカツレツ
 ¥600
ローストビーフバーガー ¥700

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 猪乃源 10 工房ぬくもり 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 バンビクレープ 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

豚おやき（ジャンボ）
 ¥500
おやき（スウィートポテト）
 ¥200
おやき（あずき） ¥200

醤油ラーメン ¥600
味噌ラーメン ¥600
担々麺 ¥600
鬼煮干しラーメン ¥600
ぬくもりうどん ¥500

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

バナナチョコクリーム ¥500
ストロベリーバナナ
チョコクリーム ¥500
キャラメルナッツクリーム
 ¥500

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 メッシ デ メッシ

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

もちもちポテト（塩） ¥600
もちもちポテト（メンタマヨ）
 ¥700
もちもちポテト（粗挽きペッパー）
 ¥700

25 DONER KEBAB 26 駅そばイイダヤ軒 27 うまいもん屋 元ちゃん 28 Grill Lab. 29 ターメリック 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

伊那谷名物 ローメン
 ¥600
天玉そば・うどん
 ¥500
揚げたこ焼き８個入り ¥500

豚バラロールステーキ丼
 ¥1000
信州味噌だれ牛ハラミ串
 ¥700
くりん豚串 ¥500

カレーセット ¥800
タンドリーチキン
 ¥600
トムヤムクンヌードル
 ¥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



5.125.12 VS ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢
@アルウィン@アルウィン14：00 KICK OFF14：00 KICK OFF

SATSAT

販売中！販売中！
お母さん、いつもありがとう

チケット
お母さん、いつもありがとう

チケット
アルウィンで
お母さんに感謝を伝え

よう！アルウィンで
お母さんに感謝を伝え

よう！

次回ホームゲーム

●段ボール迷路（※雨天・強風中止）
2017シーズンよりバージョンアップ
して難しくなった100ピースの「巨
大段ボール迷路」がアルウィンに登
場！ワクワク・ドキドキの「巨大段
ボール迷路」にレッツチャレンジ！

● 鹿島槍スポーツヴィレッジ presents
　フワフワ＆竹の水鉄砲作り（※雨天・強風中止）
空気で膨らんだ遊具“フワフワ”が登場！思
いっきり飛び跳ねて遊べるよ！そして、竹
の水鉄砲作りブースも実施いたします（約
100名様対象）。作った水鉄砲で『的あて
ゲーム』にも挑戦しよう！うまく当てられ
た人にはプレゼントも用意しています。ぜ
ひ、親子で取り組んでみてください。

【参加費】フワフワ遊具：無料
 竹の水鉄砲作り：500円

● 折り紙で「かぶと」や「こいのぼり」をつくろう！
折り紙で「かぶと」と「こいのぼり」をつくっ
てみよう。松本山雅FCオリジナル用紙も準
備予定です。

●新企画 !! Let’s インスタ ! “インスタ映えスポットを楽しもう！”
写真撮影スポットを新
設！その他アルウィンの
インスタ映えスポット
も探してみてください。　
＃レッツアルウィン　を
つけて投稿してアルウィ
ンでの楽しみをみんな
とシェアしよう♪
【実施場所】ファンパーク（※雨天・強風中止）

●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（※雨天中止）
TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター様のご協力に
より、セグウェイ（電動立ち乗り二輪車）の乗
車体験を実施いたします。普段なかなか乗る機
会のないセグウェイを是非お楽しみください！
※参加条件がございますので、ご確認のう
えご参加ください。

【参加条件】
・セグウェイの安全上、16歳以上で体重が
45～118kgの方のみ乗車可能です。
・乗車いただく前に確認書にサインをしてい
ただきます。あらかじめご了承ください。
・安全のため、スパイクやヒールでの乗車は
お断りさせていただきます。
・酒気帯び状態での乗車はできません。

●  Let’s運試し！「ガーランドストラップ」＆
　「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“ガーランドスト
ラップ”と“丸型ラバーキーホルダー”を
販売。「ガーランドストラップ」は集
めて、つなげる楽しさがありますよ！
※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。
※上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】ガーランドストラップ5,000個（予定）

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  ファンパークキッズワクワ
クパーク開始／Let’s運試
し！「ガーランドストラッ
プ」「丸型ラバーキーホル
ダー」販売開始／こども
の日写真展開始

 （ファンパーク）
  キッセイ商事株式会社ブース

開始
 （スタジアム場外4ゲート付近）
 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／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）

 こどもの日写真展開始
 （１ゲート付近コンコース）

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

5月5日の“こどもの日”にちなみアルウィンに緑のこいのぼりが泳ぎます。ファンパークでも
村山人形店様にご提供いただいた“緑のこいのぼり”が、今年も皆様をお出迎えいたします。

キッズワクワクパーク
【実施時間】11:00～13:30　【実施場所】ファンパーク

ファンパークグルメ
“こどもの日”にちなみ「柏餅」を販売いたします。山雅カラーの柏餅もありますよ!!
そして、お子様が喜ぶようなカラフルなお団子も販売いたします。ファンパークでグルメも楽しもう♪
【販売時間】10:00～13:30

キッセイ商事株式会社ブース「こどもの日写真展」
～選手たちのこどもの頃の写真大公開！～
こどもの日にちなんで、選手たちのこどもの頃の
写真を展示します。

【実施場所】ファンパーク／1ゲート付近コンコース
【実施時間】11:00～13:30／11:30～

■菓子処　和心
木曽・上松町にある蔵作の
建物の和菓子屋【菓子処 和
心（わしん）】がアルウィン
に初登場！この機会に是非
お試しくださいませ。

・柏餅（3個入り）
　こしあん/みそあん/つぶあん
　 ￥600
・どら焼き（つぶあん）・抹茶どら焼き（栗入り）
　 ￥各200
・ おこわおにぎりセット（梅/新ショウ
ガとお揚げ）（限定100食） ￥300円

■グラン・シャリオ・コンパニー
・カラフルだんご
　 ￥400（1パック2本入）
・ふわふわかき氷
　 ￥500

■わが家のごはん
・ひんやりシュークリーム
　 ￥150
・ハットトリック
　ロールケーキ
　 ￥200
・ポークフランク
　 ￥300

Jリーグオフィシャルライセンス商品「松本山雅応援 信州そ
ば」の販売ブースを出展いたします。400袋限定販売ですの
でこの機会に是非、ブースにお立ち寄りください。
※通常は喫茶山雅でのみ限定販売を行っております。
※予定数量が完売次第終了となります。

【販売価格】400円（税込）
【販売場所】
スタジアム場外4ゲート付近
【販売時間】
11:00～試合終了30分後まで



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

N37.2440681 E141.0017394 （福島県 Ｊヴィレッジ）
　生まれ故郷の大分を離れてJFAアカデミーに入って、
中学３年間を過ごした思い出の場所です。受かるつもりで
セレクションに行ったわけではなかったので次々に話が進
んで現実に追い付けなかったんですが、いざ行ってみると
今までの人生の中でも一番充実していた３年間だったと
思います。
　サッカーを毎日たくさん練習した思い出もありますが、僕
にとっていわゆる普通の学校生活を送った経験はそれが最
初で最後だったんです。小学校は地元が超田舎で同級生が
4人くらいしかいなかったし、高校は東日本大震災の影響で
JFAアカデミーが御殿場に移ってアカデミー生だけで授
業を受けていました。だから今でも仲が良いのは中学時代
の友だちで、福島は気持ちが落ち着く「第２の故郷」です。
　震災は中学の卒業式の日に起きました。避難生活も経
験しましたが、２日間くらいだったので「大変だった」という

のはおこがましいかなと思います。周囲の皆さんの尽力で
サッカーができる環境を整えてもらい、そのありがたみを
感じました。今でも毎年オフにはＪヴィレッジに行って、復
興の現状を自分の目で確かめています。仮設住宅が並ん
でいたグラウンドが芝生に戻って中学生が試合をしてい
たり、作業服がなくなっていたり。復興と再開に向けて着
実に進んでいるのが実感できて、とてもうれしいです。

安東 輝の
座標

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
　極豆（きわめ）高原花まめ  12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
　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
　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。

ヘアーリボン 850円（税込）
【サイズ】約80×125mm
【素　材】ポリエステル、ゴム

NEW

フォトポーチ 2,000円（税込）
【サイズ】約H100×W190×D70mm
【素　材】ポリエステル、綿
【購入制限】お一人様につき1つまで
※ オンラインショップ、オフィシャルショップ
全店取り扱いはございません。あらかじめ
ご了承ください。

NEW

プリザードフラワー キューブローズ
 5,500円（税込）
【サイズ】約H65×W65×D65mm
【素　材】 プリザーブドフラワー（バラ、アジサイ）、

ケース（アクリル製）、リボン
【販売数】限定50個
【購入制限】お一人様につき1つまで
※ メイングッズ販売所、バックグッズ販売所、
オフィシャルショップ全店取り扱いはござ
いません。あらかじめご了承ください。

NEW

ハッピ 5,400円（税込）
【サイズ】フリー　【素材】ポリエステル
【購入制限】お一人様につき1つまで

NEW

ガンズくん金太郎飴＆巾着セット 800円（税込）
【味】青りんご味　【飴入数】5粒　【飴サイズ】直径約2cm
【飴原料】 水飴、砂糖、コーンスターチ、小麦粉、酸味料、

香料、着色料（赤102、黄4、黄5、青1、青2）
【巾着サイズ】約10×12cm　【巾着素材】ポリエステル100％
※ 金太郎飴は折ったり、割ったりして食べる飴の為、
割れやすく出来ています。あらかじめご了承ください。
※ 飴は手作りのため、1つずつガンズくんの顔が異なり
ます。あらかじめご了承の上お買い求め下さいますよ
う、お願いいたします。
※ オンラインショップ、オフィシャルショップ全店での
取り扱いはございません。あらかじめご了承ください。

NEW

母の日
ギフトに
オススメこどもの日オススメグッズ



2018年5月2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

※ 5/2 時点登録選手
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