
1313山雅の選手としてゴ
ールを狙います

Q：第11節・愛媛戦
で今季初出場を果た

しましたが、率直な感
想をお願いします。

「負けていた状況だ
ったし、まずは同点

に追いつくことを考
えてピッチに立ちま

し

た。公式戦ならでは
の緊張感や楽しさも

ある中で、ゴールシー
ンに絡んで結果を出

そうというつもりでし
た。自分のパフォーマ

ンスそのものは悪く
なかったけど、自分

の置かれている立場
としてはゴールやアシ

ストなどの結果を残
したかったです」

Q：ここまで試合出場
の機会は少なく、悔し

さもあったのでは？

「昨季はほとんどの
試合に絡んでいまし

たが、J1昇格できる
チームで成長したい

と

思って山雅に来まし
た。もちろん試合に

出られない悔しさも
ありましたが、自分

も

含めて多くの攻撃的
な選手が加入したこ

とで競争があること
は理解していました

。

ピッチに立つことの
難しさや嬉しさも改

めて感じましたし、こ
れからも皆で切磋琢

磨してやっていけば個
人としてもチームとし

てもレベルアップに繋
がると思います」

Q：3バックのチームで
のプレー経験は少ない

とのことですが、慣れる
のは大変だったのでは？

「3バックも初めてで
、シャドーの位置でプ

レーするのも初めて
のこと。これまでは

4-4-2のサイドハーフ
などが主だったので

、攻守の位置取りに
戸惑うこともあった

し、どう自分の良さ
を出していくべきか考

えることも多かった
です。でも今はチーム

メイトの特長も掴ん
で、監督の話を聞く

なかで戦術面などの
理解も進んできまし

た。練習試合では色
々なポジションも経

験させてもらって、選
手としての幅も広が

りました」

Q：今日の対戦相手
はツエーゲン金沢に

なります。1年半プレ
ーした古巣ですが？

「お世話になったク
ラブで、試合に使っ

てもらったこともあ
り、思い入れは強い

で

す。昨季の後半から
柳下監督のやりたい

サッカーを体現でき
てきて、結果が出る

よ

うになった。主力選
手の多くが残った今

季は、戦術面も浸透
しています。ただ金沢

のサッカーを理解し
ているという点は自

分の強みだと思うし
、試合に出られたら

山雅の選手として（白
井）裕人くんからゴー

ルを狙います。金沢サ
ポー

ターの皆さんにも『成
長したな』と思っても

らえるようなプレー

を見せたいですね」

更なる成長を期して
、あえてチーム内で競

争の激しい山雅に新
天地を求めた中美慶

哉選手。

第11節・愛媛戦で山
雅デビューを果たすと

、第12節・水戸戦で
はアシストも記録。

1年半プレーした金沢
との一戦を前に、調

子は上向きです。

MF 

中美 慶哉
Keiya NAKAMI

MDP 5.12 14:00 KICK OFF!第14節
VS ツエーゲン金沢SA

T2018 OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM  Vol.06



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：石川県西部緑地公園陸上競技場
●活動区域／ホームタウン： 石川県／金沢市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町を

中心とする全県
●クラブマスコット：愛称「ゲンゾー」
●Jリーグ加盟年：2014年　●社長名：米沢　寛　●監督名：柳下　正明

第14節 ツエーゲン金沢

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 27 ＋11
2 ファジアーノ岡山 25 ＋8
3 レノファ山口FC 24 ＋5
4 アビスパ福岡 23 ＋6
5 FC町田ゼルビア 22 ＋6
6 横浜FC 20 －1
7 栃木SC 19 －3
8 ツエーゲン金沢 18 ＋4
9 東京ヴェルディ 18 ＋3
10 松本山雅FC 18 ＋1
11 大宮アルディージャ 17 ＋0
12 アルビレックス新潟 17 ＋0
13 徳島ヴォルティス 17 －1
14 ジェフユナイテッド千葉 17 －3
15 ロアッソ熊本 17 －5
16 FC岐阜 16 ＋0
17 ヴァンフォーレ甲府 15 ＋2
18 モンテディオ山形 15 －2
19 水戸ホーリーホック 15 －2
20 カマタマーレ讃岐 10 －10
21 愛媛FC 10 －10
22 京都サンガF.C. 9 －9

2018/5/6
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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
 第20節  6月23日㈯
18：00 ジェフユナイテッド千葉
 アルウィン
 第21節  6月30日㈯
19：00 ロアッソ熊本
 えがお健康スタジアム

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVSツエーゲン金沢
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※スタッツは第 13節終了時点のものです。

好敵手の金沢に隙を見せず、勝ち点3を得られるか
ゴールデンウィークの連戦も終わり、気付けばリーグの順位も序盤から大きく変動してい
る。ようやく真価を発揮してきたチームと、やや勢いが下り坂となっているチームとある中
で、山雅は間違いなく前者に挙げられよう。4月以降は4勝1敗2引き分けと順調に勝ち点を
積み重ねた。また負傷者の発生する中でも新戦力が台頭するなど、あらためて今季の選手層
の厚さをうかがせる。このまま中盤戦以降も、好調を維持していきたい。
今日の対戦相手はツエーゲン金沢だ。地域リーグ時代から長きに渡って、しのぎを削ってき
た好敵手である。ここまで5勝5敗3引き分けでリーグ8位と上位進出が現実の目標となるほど
チーム力は高まっている。百戦錬磨の熱血漢として名高い柳下正明監督の指揮も2年目に突入
し、昨季からの主軸選手の多くが残留。加えて清原翔平やマラニョンら新加入選手も実力者
とあって、一度ハマれば強豪チームにも複数得点を挙げて快勝するなど手が付けられない。
昨季は2度の対戦でいずれも山雅が大勝しており、その借りを返そうと強い気持ちでアル
ウィンに乗り込んでくるはず。迎え撃つ側の山雅としては、まずは試合の入り方を間違えな
いことが重要。金沢はショートカウンターから多くのチャンスを作り出しているだけに、軽
率なミスは命取りになる。まずは綻びを見せない試合運びでチャンスをうかがい、白井裕人
の守るゴールを破りたい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

怪我人も回復し、選手間競争も活発化しています
Q：第12節・水戸戦は2-0で快勝しました。
「水戸は怪我人も多く、苦しい状況だったことは追い風でした。
フォーメーションなど普段と違うやり方をする中で戸惑いな
がらも冷静に対応でき、選手同士の距離感や関係性も良かっ
たと思います。怪我人が徐々に回復してきたこともあり、特
に攻撃面では選手間競争も活発化しています。多くの選択肢
があるという意味で、チームは良い状態にはあると言えます」

Q： しかし中2日という過密日程で迎えた第13節・岐阜戦は
悔しい結果に終わりました。

「全体的にゲームプランどおりに上手くいっていた試合だったので、少し残念な敗戦でした。
連戦になると先制点が勝敗を大きく左右するので、前半に幾つかあったチャンスを決められ
なかったのは痛かったですね。もう一回しっかりと足元を見つめて、仕切り直しをして準備
を進めたいと思います」

Q： 今日の対戦相手はツエーゲン金沢です。戦力も整った今季は、躍進も予想されるチーム
ですが？

「柳下正明監督の戦術が徹底されてきたことで、勝ち点を積み重ねる力がついてきました。
オフシーズンの補強も的確で、昨季の主軸選手の多くが残留し、加えて清原翔平とマラニョ
ンもチームの力になっています。白井裕人も怪我から復帰し、いつもどおりの飄々としたプ
レーで頑張ることでしょう。難しい試合ですが、アルウィンでは負けなしが続いています。
本日も全力で戦いますので、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
垣田 裕暉 3
マラニョン 3
佐藤 洸一 2
清原 翔平 2
宮崎 幾笑 2

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 4
高崎 寛之 3
岩上 祐三 2
飯田 真輝 1
浦田 延尚 1

他 4名

15110人の
大観衆が集結
し、素晴らし
い雰囲気の中
で始まった試
合は、山雅が
勢いの差を見
せつけた。開
始直後から主
導権を握るこ
とに成功し、
フォーメーシ
ョン変更など山雅対策を講じた水戸を押し込む。後
半開始直後の54分に高崎のゴールで試合を動かす
と、その後も流れを手放さない。集中を切らさない
守備で隙を与えずに時計の針を進めると、83分に
は前田大が“恩返し”となる今季初得点でダメ押し。
難敵の水戸相手に2-0で快勝した。

vs 水戸ホーリーホック

5月3日㈭14:00 アルウィン

松本山雅FC VS 水戸ホーリーホック

2 0前半0
2後半0 0

FC岐阜 VS 松本山雅FC

2 0前半0
2後半0 0

前田大然の“恩返し”ゴールで、
水戸に快勝！

第12節

中2日で迎え
た敵地での一
戦は、我慢比
べとなった。
開始直後から
両チームとも
に持ち味を発
揮し、山雅イ
レブンも疲労
のあるなかで
奮闘。寄せの
速さやボール
への執着心の高さで、岐阜のポゼッションサッカー
に対抗する。しかし0-0のまま迎えた66分、ゴール
前でのボールロストから岐阜に先制点を献上してし
まう。怪我明けの永井らを投入して状況打開を図る
山雅だったが、最後の最後でダメ押し点を奪われ、
8試合ぶりの黒星を喫した。

vs FC岐阜

5月6日㈰18:00 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

敵地での我慢比べに敗れ、8戦ぶりの
黒星

第13節

ツエーゲン金沢選手一覧

※＝ 2種登録

GK 1 原田　直樹 1991/08/05 182㎝/78㎏
22 田尻　　健 1993/06/11 182㎝/76㎏
23 白井　裕人 1988/06/19 184㎝/78㎏
31※上田　　樹 2001/06/28 185㎝/72㎏

DF 2 山本　義道 1995/07/25 185㎝/73㎏
3 作田　裕次 1987/12/04 183㎝/79㎏
4 小柳　達司 1990/02/07 180㎝/76㎏
5 ア　ラ　ン 1989/02/20 178㎝/75㎏
13 石田　崚真 1996/06/21 168㎝/65㎏
16 毛利　駿也 1995/04/10 175㎝/70㎏
18 野田　紘史 1986/08/17 169㎝/70㎏
27 廣井　友信 1985/01/11 180㎝/78㎏
39 庄司朋乃也 1997/10/08 187㎝/74㎏
45 沼田　圭悟 1990/07/24 170㎝/65㎏

MF 6 大橋　尚志 1996/12/01 183㎝/73㎏
7 清原　翔平 1987/06/25 165㎝/64㎏
8 山藤　健太 1986/11/14 172㎝/64㎏
10 宮崎　幾笑 1998/02/17 175㎝/59㎏
11 杉浦　恭平 1989/01/11 177㎝/70㎏
14 金子　昌広 1991/02/02 169㎝/60㎏
17 加藤　大樹 1993/03/14 170㎝/67㎏
26 藤村　慶太 1993/09/02 182㎝/72㎏
32 島津　頼盛 1999/04/07 173㎝/58㎏
33 梅鉢　貴秀 1992/06/08 177㎝/67㎏

FW 9 佐藤　洸一 1986/11/28 184㎝/73㎏
19 垣田　裕暉 1997/07/14 187㎝/78㎏
25 谷口　遼弥 1999/08/31 175㎝/67㎏
29 マラニョン 1992/12/11 179㎝/74㎏
30 山﨑　雅人 1981/12/04 174㎝/68㎏
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（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
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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。 
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エキサイティングピッチシート（指定席）

cafe SENRI
金沢すいか姫サイダーフロート…¥500

グラン・シャリオ・コンパニー
金沢かれいぱん…¥300

駅そばイイダヤ軒
カレーそば ………¥600
カレーおやき ……¥250

バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ カニクリームコロッケ…¥500
対戦相手カクテル 加賀の宝石箱や～ …… ¥600

ワ
ン
タ
ッ
チ
パ
ス

本日限定メニュー紹介本日限定メニュー紹介『adidas×キャプテン翼』
STADIUM COMIC

『adidas×キャプテン翼』
STADIUM COMIC

キックターゲットキックターゲット

サッカー日本代表
グッズ販売所
サッカー日本代表
グッズ販売所

金沢市PR
ブース

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
アイスコーヒー ¥450

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 猪乃源 10 cafe SENRI 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

豚おやき ¥350
おやき（スウィートポテト）
 ¥200
おやき（あずき） ¥200

ロイヤルスウィートバニラ
ソフトクリーム ¥400
タコス ¥600
手作りカツサンド ¥700

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



5.205.20 VS アビスパ福岡アビスパ福岡
@アルウィン@アルウィン14：00 KICK OFF14：00 KICK OFF

SUNSUN

開催！開催！ながぎんデーながぎんデー
次回ホームゲーム

・Ａ等　金のかすてらプレーン   2名様
・Ｂ等　かりっとちょこ豆（豆箱入り）   3名様
・Ｃ等　紙ふうせん（9個入り）   5名様

・Ｄ等　金箔珈琲   40名様
・Ｅ等　起上もなか   100名様
・Ｆ等　小判柴舟（個包装）   150名様

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 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）

10:30  JA全農長野イベント開始
  （JA全農長野ブース（シャト

ルバス乗降場所付近））

11:00  「『adidas×キャプテン翼』
STADIUM COMIC」 開始
／サッカー日本代表グッズ
販売＆キックターゲット開始
（ファンパーク）

  金沢市PR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）
  「天皇杯 JFA 第98回全日本

サッカー選手権大会 2回戦」
ホームゲーム会場特別販売開始

 （当日券販売所）

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）
  adidas製品販売コーナー開

始／田中隼磨選手Jリーグ
通算500試合出場記念ブー
ス開始（1ゲート付近）

12:00  一般開門／スペシャルトー
クショー開始

  （ファンパーク内ファンパー
クステージ）

 
12:30 母の日イベント開始
 （1ゲート付近）

12:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

13:00頃  Let’sお母さん、ありがとう！
 メッセージ開始
  （北側ゴール裏ピッチ上LED

看板広告）

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頃  田中隼磨選手
  「Jリーグ通算500試合出場達

成」記念セレモニー（ピッチ）

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

（約2分間）

adidasイベント
「『adidas×キャプテン翼』STADIUM COMIC」をはじめとし、キックターゲットやサッカー日本代表応援グッズの販売
など様々なイベントを実施いたします。
●adidas製品販売コーナー
選手トレーニング着用アイテムやadidas×松本山雅FCのコラボアイテムを販売いたします。
【販売場所】1ゲート付近　　【販売時間】11:30～試合終了まで

ツエーゲン金沢オフィシャルグッズ販売
ツエーゲン金沢オフィシャルグッズを販売いたします。
【実施場所】メインスタンド北側　　【実施時間】11:30～試合終了後

金沢市PRブース
金沢市のPRとして、「金沢の匠がつくった銘菓が当たる抽選会」や「中田屋のきんつば」
の限定販売を実施いたします。その他、金沢市観光ガイドブックなども配布いたします
ので、是非皆様ブースへお立ち寄りください。
【実施場所】スタジアム場外4ゲート付近　　【実施時間】11:00～キックオフまで
●中田屋のきんつば販売
金沢の銘菓 中田屋のきんつばを150セット（1箱3個入り）限定販売いたします。　【販売価格】500円（税込）
●どの味一番!?金沢の匠が作った銘菓を当ててみよう！
先着300名様を対象に、観光物産館等で購入することができる「金沢の匠がつくった銘菓が当たる抽選会」を実施いたし
ます。※商品が無くなり次第終了となります。

田中隼磨選手Jリーグ通算500試合出場記念ブース
5月3日（木・祝）に開催されたJ2リーグ第12節ホーム水戸戦にて、田中隼磨選手がJリーグ通算500試合出場を達成しま
した。これを記念し、田中選手の軌跡をたどる写真や本人使用のスパイクなどの展示を実施いたします。
【実施場所】1ゲート付近　　【実施時間】11:30～ハーフタイム終了まで

●「『adidas×キャプテン翼』STADIUM COMIC」
■～あなたの応援メッセージが、「STADIUM COMIC」の1コマを飾る！～
勝色を着用したキャラクターのイラストに応援メッセージを
記入しよう！
全国のサポーターから日本代表への熱いメッセージを募集
します。人気サッカーコミック「キャプテン翼」キャラク
ターの巨大フラッグがアルウィンの会場にやってきます！勝
色ユニフォームにメッセージを書き込み、スタジアムに掲げ
る巨大なコミックを作成しよう！
メッセージを記入いただいた先
着2,000名様にスペシャルステッ
カーをプレゼントいたします。皆
様にご記入いただいた巨大フラッ
グは、ハーフタイムにピッチにて
お披露目予定です。
※書き込みスペースが無くなり次
第終了

【実施場所】ファンパーク
※雨天時 松本臨空工業団地体育館
【実施時間】11:00～17:00

■サッカー日本代表グッズ販売＆キックターゲット
　（キックターゲット：雨天中止）
ロシアW杯での闘いが迫る
サッカー日本代表応援！サッ
カー日本代表グッズの販売と
キックターゲットを実施いたし
ます。キックターゲットで高得
点を出した人には、アディダ
スノベルティをプレゼント！

【実施場所】ファンパーク　　【実施時間】11:00～13:30

■スペシャルトークショー
ファンパークのステージにて、adidasスペシャルゲスト“元サッ
カー日本代表 黒崎久志氏”によるトークショーを実施いたします。
～黒崎久志氏～
元サッカー日本代表選手。選手現役時代は鹿島アントラー
ズを中心に活躍。引退後、アルビレックス新潟監督・大宮
アルティージャヘッドコーチを歴任。
【実施場所】ファンパーク内ファンパークステージ
【実施時間】12:00～12:20

adidas×松本山雅FC BADGE OF SPORTSグラフィックTシャツ …3,300円
adidas×松本山雅FC ボディバッグM ……………………………… 4,200円
adidas×松本山雅FC W ヨガサイドタイTシャツ ………………… 4,900円
adidas×松本山雅FC グラフィックウインドフルジップパーカー …8,500円
adidas×松本山雅FC デニムウーブンフルジップパーカー ………8,500円
2018プラクティスシャツ …………………… 9,200円
2018ウォームトップ …………………………14,900円
2018トレーニングトップ ……………………12,900円
2018トレーニングパンツ ………………… 6,400円
選手トレーニングマッチユニフォーム4種 …12,000円

…

※全て税込価格です。

《ステッカー画像》



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/

※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。

ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWING

N35.4322292 E136.7118126 （岐阜市 北西部運動公園）
　FC岐阜のU-18でプレーしていた高校３年間、主な練
習場所として使っていたグラウンドです。学校から自転車
で１時間弱くらいかけて通ったり、電車で行ったりしていま
した。ここに入るまでの中学時代までもサッカーに打ち込
んではいましたが、サッカー以外の部分では「中２病」だっ
たんですかね？（笑）結構ちゃらんぽらんなところがありま
した。でもこのグラウンドで鍛えられて、フィジカル的にも
メンタル的にも大きく成長できたと感じています。
　当時の監督からは「常に人に見られているような心構え
で行動しろ」という話をされていました。それはプロになっ
た今にも通じること。それ以外にもとにかく親身になって
いろんな指導をしてくれて、そのおかげで人間的に成長で
きた部分が大きいと思います。
　あとは３年間このグラウンドでかなり走ったので、フィジ
カル的にも土台ができました。学校が終わってグラウンド

に着いたら、いきなり「100本ダッシュ」が待っていること
も。ダッシュしてジョグ、ダッシュしてジョグ…と延々と続け
るメニューです。理由があって走らされるならまだわかる
けど、ないときは地獄そのものでしたね…。ただ、中学時代
までは走れる方というわけでもなく普通だったと思います
が、ここで走力が備わりました。おかげで今の山雅の中で
も走れる方だと言っていい…かなと思います（笑）。

志知孝明の
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
●キッセイ商事株式会社様ご提供
　松本山雅応援　信州そば  15名様

●JA全農長野様ご提供
　信州りんごジュース（無調整）30缶入り  5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。

レザーキーホルダー
 1,100円（税込）
【サイズ】全長約75mm
【素　材】ポリウレタン、亜鉛合金

NEW

ユニフォーム型マウスパッド
 1,100円（税込）
【サイズ】約170×180mm
【素　材】ポリ塩化ビニル、紙、天然発泡ゴム

NEW

スヌーピーリボンマグネット
 1,950円（税込）
【サイズ】約H200×W100mm
【素　材】マグネットシート

NEW

adidasコラボビッグロゴTシャツ
 3,200円（税込）
【サイズ】S、M、L、O、XO　　【素材】綿

NEW
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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

※ 5/11 時点登録選手
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