
1414今日はサポーターの
皆さんのために戦い

ます！

Q：今季は山雅へ完全
移籍を果たし、強い決

意で臨んだシーズンだ
ったと思います。

「山雅に完全移籍が
できて、本当に嬉しか

ったです。チームや街
の皆さんが、自分や家

族

を温かく迎えてくれた
ので山雅で戦えるこ

とをワクワクしていま
す。チームも開幕当初

か

ら良い内容のサッカ
ーをしていましたし、

ここに来て順位も上
がってきました。大事

なの

は、これを継続してい
くことだと思います」

Q：藤田息吹選手との
コンビネーションも含

め、個人のパフォーマ
ンスはどうですか？

「藤田選手はハード
ワークやパス出しで貢

献していますし、自分
は球際の強さやミドル

シ

ュートなどの力強いプ
レーが持ち味。コンビ

ネーションには問題あ
りませんが、もちろん

向上しなければいけ
ない部分もあります。

個人的にはアシストに
関わる動きをしないと

いけないし、ミドルシ
ュートもチャンスがあ

れば決めていきたい
ですね」

Q：今日の対戦相手は
栃木SCとなります。パ

ウリーニョ選手にとっ
ても思いの強いチーム

ですが？
「栃木を離れてから

も結果などは気にし
ていましたし、やはり

他のチームとは違う
思い

がありますね。自分を
日本に導いてくれた

チームなので、今でも
リスペクトは強く抱い

て

います。そういう感謝
の気持ちを持って、試

合に臨みたいですね
」

Q：面識のある選手も
いると思いますが？

「栃木所属時に一緒
にプレーしていた選手

が4人（西澤代志也、
菅和範、廣瀬浩二、杉

本

真）残っていますが、彼
らとは仲も良かったで

すし、対戦できれば嬉
しいですね。また（ネ

イツ・）ペチュニクは栃
木移籍が決まる前に

連絡があったので、『
良いチームだから、ぜ

ひ

行った方がいいよ！』
と勧めました。この試

合は出られませんが
、彼とは千葉時代から

の

友人なので応援して
います。山雅戦以外で

頑張ってほしいですね
（笑）」

Q：それでは両チーム
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
皆さんには、毎試合ア

ルウィンを素晴らしい
雰囲気にしていただ

い

ています。その感謝の
思いを示すためにも

、今日は皆さんのため
に戦いたい

と思います。栃木サポ
ーターの皆さんは今で

も自分の心の中にい
ますし、

一生忘れることはあり
ません。ただ、この試

合は山雅の一員

として勝ちにいきます
ので、すみません（笑

）」

今季から山雅へ完全移籍が決まり、意気込みも新たに開幕直後から中盤の要として

フル回転中のパウリーニョ選手。ここまでのチームと自身の戦いぶり、そして “古巣”

栃木について話を聞きました。
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パウリーニョ
       PAULINHO

MDP 6.3 13:00 KICK OFF!第17節
VS 栃木SCSU
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対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：栃木県グリーンスタジアム
●活動区域／ホームタウン： 栃木県/宇都宮市
●クラブマスコット：愛称「トッキー」
●Jリーグ加盟年：2009年　●社長名：橋本　大輔　●監督名：横山　雄次

第17節 栃木SC

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 31 ＋8
2 レノファ山口FC 31 ＋7
3 アビスパ福岡 29 ＋9
4 ファジアーノ岡山 28 ＋7
5 横浜FC 27 ＋3
6 FC町田ゼルビア 26 ＋7
7 松本山雅FC 25 +7
8 ヴァンフォーレ甲府 24 ＋10
9 FC岐阜 22 ＋2
10 徳島ヴォルティス 22 ＋0
11 アルビレックス新潟 21 ＋0
12 大宮アルディージャ 21 －1
13 ジェフユナイテッド千葉 21 －2
14 モンテディオ山形 20 －1
15 栃木SC 20 －5
16 ロアッソ熊本 20 －8
17 東京ヴェルディ 19 ＋2
18 ツエーゲン金沢 19 －2
19 水戸ホーリーホック 18 －2
20 京都サンガF.C. 12 －11
21 愛媛FC 11 －13
22 カマタマーレ讃岐 10 －17

2018/5/27
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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
 第22節  7月7日㈯
18：00 アルビレックス新潟
 アルウィン
 第23節  7月16日(月･祝)
19：00 ファジアーノ岡山
 シティライトスタジアム
 第24節  7月21日㈯
18：00 京都サンガF.C.
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FC栃木SC VSVSVSVS

1
守田

4
飯田

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

5
岩間

6
藤田

14
西谷 9

大黒

13
 上形 

11
岡崎

26
 夛田 

5
ヘニキ

15
ジョニー レオーニ

7
菅

30
田代

19
服部

27
久富

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 16節終了時点のものです。

栃木と4年ぶりの激突。セットプレーには要注意！
6月に突入し、いよいよ季節も夏を迎える。これからは対戦相手のみならず夏の暑さとの戦
いも求められる上に、今節から天皇杯2回戦そして次節・京都戦と中2日での3連戦という過
密日程。苦しい今こそ、開幕前キャンプで鍛え上げた成果を見せる時だ。ここまで出場機会
に恵まれなかった選手も含めて、チームの総力を結集して、競い合っていきたい。
今日の相手は、2014シーズン以来の対戦となる栃木SCだ。J3リーグでの2年間を経て、今
季よりJ2リーグへと復帰。4バックで臨んだ開幕当初は大量失点を喫するなど苦戦の予感も
あったが、ここで横山雄次監督が3バックへのフォーメーション変更を敢行した。これによ
り守備が安定して、順調に勝ち点を積み重ね、ここまで5勝5分け6敗で暫定15位という成
績だ。
個々の選手を見ても、攻守にピンポイントで実力派を揃えている。前節・大宮戦で退場処分
となったネイツ・ペチュニクは欠場が決まっているが、大黒将志と西谷和希が攻撃面での核
として機能し、大型選手の揃った3バックも先述のように安定。また久富良輔を筆頭にウィ
ングバックが揃ってロングスローを武器としており、長身の服部康平が頭で押し込む光景が
多く見られる。堅い守備と一瞬の隙を突くセットプレーで強豪チームを下してきた栃木に、
山雅としては好調のアタッカー陣を中心とした効果的な攻撃で打ち破りたい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

アルウィンの力を借りて、ホーム5連勝を！
Q：前節・徳島戦は1-1の引き分けに終わりました。
「徳島さんは戦力が整った強いチームで、難しい展開になるこ
とは想定していました。また遠距離移動もあって準備も大変
な中で、何とか引き分けで終えたことはプラスに捉えるべき
かなと思います。もちろん勝ち点3を取れれば越したことはあ
りませんが、サッカーはそう簡単ではありません。この勝ち
点1を、今後の糧にしたいと思います」

Q： 今日から天皇杯2回戦を挟んでアウェイ京都戦まで、中2
日の3連戦という過密日程となります。

「中2日の試合が続くということで、特に天皇杯2回戦では新たに出場機会を得る選手も多く
なるでしょう。例えば負傷から復帰したばかりの選手にとっては実戦経験のまたとない場で
もありますし、このアピールチャンスを活かしてほしいですね」

Q：今日の対戦相手は、山雅としては4年ぶりの対戦になる栃木SCです。
「開幕当初は試行錯誤する中で、J2で生きる道を見つけたという印象ですね。横山雄次監督
が現実路線を採り、3バックに変更してから守備も堅くなり、セットプレーやロングスロー
という武器も持っている。また攻撃面でもネイツ・ペチュニクは欠場ですが、大黒将志と西
谷和希は強力なタレントです。4年ぶりの対戦ということで分からない部分もありますが、
4連勝中のアルウィンで戦えることは大きなメリット。ホームの力を借りて5連勝を目指し
ますので、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
大黒 将志 4
西谷 和希 4
服部 康平 3

ネイツ ペチュニク 2
牛之濵 拓 2

他 2名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 6
高崎 寛之 3
岩上 祐三 3
飯田 真輝 2
石原 崇兆 2

他 1名

昇格争いとの
直接対決で
も、選手たち
は普段通りの
プレーを披
露。堅い守備
でゴールを許
さず、逆に好
調のアタッカ
ー陣が攻撃を
組み立てる。
0-0のまま迎
えた後半も手堅い展開は続いたが、山雅は一瞬の隙
を逃さなかった。73分に相手のパスミスからボー
ルを奪取するとカウンターに転じて、ビッグチャン
スを創出。一度は阻まれたものの、直後のCKから
飯田がヘディングシュートを決めた。この1点を最
後まで守り切り、山雅が勝利を飾った。

vs アビスパ福岡

5月20日㈰14:00 アルウィン

松本山雅FC VS アビスパ福岡

1 0前半0
1後半0 0

徳島ヴォルティス VS 松本山雅FC

1 0前半1
1後半0 1

飯田、値千金の決勝弾！
ライバルの福岡を下す

第15節

ポゼッション
サッカーを基
盤とする徳島
に、前線から
のフォアチェ
ックと中央に
絞った守備で
対抗する山
雅。相手のパ
ス回しにも動
じずにチャン
スをうかがう
と、36分に山雅が試合を動かす。セルジーニョの
スルーパスに反応した前田大が1対1の好機を冷静
に決めた。1点リードで前半を折り返すが、後半は
攻勢に出る徳島の前に苦しい展開。何とか防いでき
た山雅だったが、79分にショートコーナーから島
屋八徳に同点弾を許してしまった。

vs 徳島ヴォルティス

5月26日㈯16:00 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム

前田大の見事な先制点も、徳島の
攻勢をしのぎきれず

第16節

栃木SC選手一覧

※＝ 2種登録

GK 1 竹重安希彦 1987/08/21 186㎝/80㎏
15 ジョニー レオーニ 1984/06/30 189㎝/80㎏
33 石川　　慧 1992/09/30 185㎝/83㎏

DF 3 西河　翔吾 1983/07/01 182㎝/77㎏
7 菅　　和範 1985/11/11 177㎝/75㎏
17 福岡　将太 1995/10/24 180㎝/73㎏
18 坂田　良太 1992/02/25 182㎝/80㎏
19 服部　康平 1991/04/04 188㎝/80㎏
20 ディオゴ フェレイラ 1989/10/05 179㎝/72㎏
22 メ ン デ ス 1995/04/25 190㎝/83㎏
26 夛田　凌輔 1992/08/07 168㎝/61㎏
27 久富　良輔 1991/03/19 177㎝/69㎏
28 温井　駿斗 1996/11/14 177㎝/70㎏
30 田代　雅也 1993/05/01 185㎝/80㎏

MF 2 西澤代志也 1987/06/13 174㎝/69㎏
4 仙石　　廉 1990/10/02 170㎝/67㎏
5 ヘ　ニ　キ 1989/09/08 182㎝/79㎏

MF 6 古波津辰希 1993/09/11 174㎝/76㎏
10 杉本　　真 1987/10/27 164㎝/60㎏
11 岡﨑　建哉 1990/05/31 173㎝/62㎏
14 西谷　和希 1993/10/05 165㎝/65㎏
21 牛之濵　拓 1992/07/14 172㎝/65㎏
24 和田　達也 1994/06/21 164㎝/58㎏
29 川田　拳登 1997/07/09 170㎝/61㎏
37 浜下　　瑛 1995/07/05 164㎝/61㎏
38 宮崎　泰右 1992/05/05 168㎝/65㎏
40 寺田　紳一 1985/06/10 171㎝/68㎏
50 二川　孝広 1980/06/27 168㎝/63㎏

FW 8 廣瀬　浩二 1984/03/13 166㎝/64㎏
9 大黒　将志 1980/05/04 178㎝/73㎏
13 上形　洋介 1992/09/25 180㎝/74㎏
16 榊　　翔太 1993/08/03 163㎝/61㎏
25 ネイツ ペチュニク 1986/01/03 189㎝/83㎏
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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。
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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）

肉のあづみ野屋
栃木県産牛の串焼き…………………… ￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（餃子メンチ）……… ¥500
対戦相手カクテル（おとめサワー）…… ¥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

アヒルアヒル

羊・ヤギ羊・ヤギ
松本山雅のワクワク動物園松本山雅のワクワク動物園
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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 Halu iro 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

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～

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 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 うまいもん屋 元ちゃん 28 第一会舘 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

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



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

9:00～  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）

  ファンパークグルメ
販売開始

 （ファンパーク）

9:30～  ガンズくんを探せ！
地図配布開始（クラ
ブガンズ会員ブース）

10:00  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）
  天皇杯会場特別販売

開始（当日券販売所）
  動 物とのふれあい

コーナー開始
  ＪＡ全農長野「牛乳普

及PR」イベント開始
  Let’s運試し！「全25

種！ガンズくん缶バッ
チ」 ＆「丸型ラバー
キーホルダー」 販売
開始

 （ファンパーク）

10:30 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）

  ガンズくんブース開
始／ガンズくんスタ
ンプコーナー開始

 （1ゲート付近）

11:00 一般開門

11:10～  「動物たちのことを
もっと知ろう!○×ク
イズ」 ＆「アヒル競
争コーナー」イベン
ト開始（ファンパーク
ステージ前）

11:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

12:00頃  松本蟻ヶ崎高校書道
 パフォーマンス（ピッチ）

12:25 選手ピッチ内
 ウォーミングアップ開始

12:48 選手紹介

13:00 前半キックオフ

13:45頃 ハーフタイム
（15分間）
14:00頃 後半キックオフ
14:45頃 試合終了

ガンズくんオフィシャルマスコット就任6周年イベント
●ガンズくんベストショット30!!
投稿された写真の中から、ガンズくんが選んだ30枚をスタジアムに展示いたします。また「＃ガンズ
くんベストショット」で検索していただくと、皆さんが投稿してくれたベストショットを見ることがで
きますので、ぜひお楽しみください。　【写真展示場所】1ゲート付近　【実施時間】10:30～試合終了

ファンパーク　松本山雅ワクワク動物園！“チロルの森”から動物がやってくる♪

今節のファンパークは、動物がいっぱい！動物とのふれあいを楽しもう♪ファンパーク

6.166.16 VS

@アルウィン@アルウィン18：00 KICK OFF18：00 KICK OFF
SATSAT次回ホームゲーム 大分トリニータ大分トリニータ

人権スペシャルマッチにするよにするよ
からのからの

大切
あなた パス

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KEＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人KEＮあゆみちゃん

●ガンズくん衣装展示＆写真撮影ブース
ガンズくんがこれまで着用してきた衣装を展
示いたします。さらに、実際に着用いただき
写真を撮ることもできます。ガンズくんにな
りきって記念撮影しよう！
【実施場所】ガンズくんブース（1ゲート付近）
【実施時間】10:30～13:00

●「ガンズくんスタンプ」コーナー
ガンズくん就任6周年記念として新しくスタンプを制作！当日
の来場記念に「ガンズくんスタンプ」を押してみてください。
押したら、いいことが起こるかも!?ウフフフフ♪
【実施場所】ガンズくんブース（1ゲート付近） 【実施時間】10:30～13:00

●ガンズくんを探せ！
アルウィンや周辺のどこか6か
所にガンズくんが隠れています。
ブースで地図をGETして、その
地図を元にガンズくん（写真）
を探してみてください。見つける
ことができたら、地図の中のガンズくんがいた場所に〇をつ
け、終わったら地図を持って、もう一度ブースへGO！4か所
以上正解した先着300名様に、ガンズくんシールをプレゼン
トいたします！

【地図の配布場所】クラブガンズ会員ブース
【地図の配布時間】9:30～12:30 【実施時間】キックオフまで

●動物とのふれあいコーナー
4月に生まれた「チョコ姫の3匹の子ヤギ」
と「羊の双子ネモとフィラ」が親子でやっ
てきます。抱っこもできるようなので優
しくふれあってみてください！その他「モ
ルモット」、「ウサギ」、「リス」、「あひる」

もやってきます♪餌や
りができる動物たち
もいるので、お楽し
みください。
※ 動物たちの餌やりは
おなかがいっぱいに
なったらおしまいもしくは休憩になります。

※ 雨天時は、内容を縮小・変更しての実施と
なります。

【実施時間】10:00～12:30
【実施場所】ファンパーク

● 「動物たちのことをもっと知ろう!○×クイズ」＆
　「アヒル競争コーナー」イベント
小学生以下を対象に「動物○×クイ
ズ」を実施いたします。見事クイズ
に勝ち抜いた「6名」のクイズ王に
は、「アヒル競争」コーナーに参加
いただけます。2羽の元気なアヒル
がゴールにたどり着けるよう、チームを分けて競ってくださ
い。みんなもアヒルたちの競争を応援しましょう！
【実施時間】11:10～11:40　【実施場所】ファンパークステージ前

［動物取扱業登録に関する記載事項①］
■動物取扱業者：（株）ファーム　■事業者名：信州塩尻農業公
園チロルの森　■所在地：塩尻市北小野相吉5050　■種別：展
示業　■登録番号：松本保健所指定29第9・07007575　■登
録有効期限：平成34年5月16日　■取扱責任者：中野美香

●JA全農長野「牛乳普及PR」イベント
6月1日は牛乳の日。JA全農長野は6月
中に計画の牛乳普及PRイベントの一環と
して、先着1,500名に「信州産松本山雅
牛乳」の試飲、搾乳体験器を使った「牛
乳搾乳体験」を実施いたします。この機
会に山雅牛乳を飲んでいただき、めった
に経験できない搾乳にチャレンジしてみて
ください。そして、こくがあるジェラートの
ようなさっぱりした味わいが人気のJリーグ
ライセンス商品「松本山雅牛乳ソフトクリー
ム」販売も行います。
【松本山雅牛乳ソフトクリーム】
 販売価格 400円（税込）
※試飲は、予定数量を配布次第終了。
【実施場所】ファンパーク
【実施時間】10:00～12:30

●ファンパークグルメ
■堀金かえでの家（安曇野市社会福祉協議会）
安曇野市社会福祉協議会の運営する「堀金か
えでの家」がアルウィンに初登場！カエデの
葉形をした「かえで焼き」を販売いたします。
たっぷり入った甘さ控えめの粒あんを、この
日は特別に緑色の抹茶の生地でふんわり包ん
でいます。クリーム入りはお子様に大人気！
・かえで焼き　（粒あん・クリーム）   各150円
・勝ち豆（煎り大豆）（素煎り・塩味・砂糖掛け）   120円～
■グラン・シャリオ コンパニー
・クレープ   500円～
・ソフトアイス   350円
・スノーアイス   500円
・点滴ジュース   500円
【販売時間】9:00～13:30

● 食いしん坊なガンズくんの好物
大集合！

メインスタンドで出展中の「喫茶
山雅」にて、「ガンズくん大好き山
賊焼きドック」（￥500）を数量限
定で販売します。是非ご賞味くだ
さい！また、各グルウィン出展ブー
スによって、ガンズくんの好物の
「山賊焼」「そば」を販売中です！

●Let’s運試し！「全25種！ガンズくん缶バッチ」＆「丸型ラバーキーホルダー」
新商品の「ガンズくん缶バッチ」は、ガンズくんのマスコット就任6周年を記念し、仮装をしたガンズくんをはじめとした
色々なガンズくんを集めて全25種！どんなガンズくんを引き当てるかはお楽しみ♪6周年記念ロゴ缶バッチもありますよ！
※「丸型ラバーキーホルダー」は、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のみで取扱いいたします。その他グッズ販売所やガチャガチャの販売はありません。
【実施時間】10:00～12:30　【販売価格】300円（税込）　【販売数量】ガンズくん缶バッチ 3,000個（予定）
※それぞれ完売次第販売終了となります。

【山賊焼き】
・Soraya（メインスタンド）：山賊バーガー/山賊黒酢バーガー   ￥500
・しおじり山賊焼の会（ゲート2）：信州名物・山賊焼   ¥700
・グラン・シャリオ コンパニー（ゲート3）：信州福味鶏山賊焼   ¥500
・肉のあづみ野屋（ガーデンテラス）：山賊焼き   ¥400
・IRORI EXPRESS（ガーデンテラス）：味噌山賊焼き   ￥600
【そば】
・LIVE’S KICHEN Kurekino（ガーデンテラス）：ゆず胡椒と炭火焼き鴨そば   ¥750
・駅そば イイダヤ軒（ゲート4外）：特大かき揚げそば   ¥550



ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWINGOFFICIAL 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/

N36.596615 E139.814352 （栃木県宇都宮市 石野森公園）
　小中学生のころ、ずっとサッカーの練習をしていた思い
出深い公園です。１人でボールを触ったりリフティングを
したり、壁当てをしたりしていました。ただ、サッカーが大
好きで自主的に打ち込んでいた…というのとは少し話が
違います（笑）。お父さんがサッカー経験者で、長男の僕を
プロ選手にさせようと厳しく教えていたので「お父さんに
褒めてもらえるように、絶対にプロにならなくちゃいけな
いんだ」という感覚でいました。サッカーが楽しくなってき
たのは、前橋育英高校に進んで全国の強い相手と戦って
から。通用する部分が感じられてインターハイでも全国優
勝できたりして、自然と「もっとうまくなりたい」と思うよう
になりました。
　実家から離れてサッカーをしていた高校と大学時代も
プロになった今でも、帰省すれば散歩がてらその公園を通
るし、オフの期間に体を動かしたりボールを触ったりする

ときも必ず行きます。「よくお父さんにしごかれていたなあ
…」「あれから結構、年月が経ったんだな…」と、この公園
でがむしゃらにやってきた今までの道のりを懐かしく思い
出しながら、ここまで成長した自分と改めて向き合うこと
ができます。自分にとってはとても大きな意味合いを持つ
場所です。ちなみに近くには日本最古の石仏とされる「大
谷観音」と、高さ27メートルの「平和観音」があります。

中
美
慶
哉
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「カミツレ」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
　ギリシャスタイルヨーグルトNOSTIMO
　プレーン・はちみつ入り各6個セット  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。【販売場所】レアルスポーツオンラインショップ、レアルスポーツ、

 4ゲート付近ユニフォーム取扱い場所

NEW

NEW

SUMMER2018「山の日」記念

 限定サマーユニフォー
ム受注販売中！

　　フィールドプレイヤー半袖
 Noなし 14,200円（税込）
 「No12」入り 16,500円（税込）
 選手No＋NAME 18,000円（税込）
【サイズ】S～4XO
 ※サイズは2018シーズンFP1stユニフォームと同様です。
【素 材】クライマクール［CLIMA COOL］ ポリエステル100％

フィールドプレイヤーショーツ
 Noなし　6,000円（税込）
 「No」入り　7,000円（税込）
【サイズ】S～4XO
【素 材】クライマクール［CLIMA COOL］
 ポリエステル100％
※ 所属選手、サポーターナンバー“No12”、以外のナンバーはお受け
しておりません。予めご了承ください。

フィールドプレイヤーソックス
 2,200円（税込）

【サイズ】22-24cm、25-27cm、28-30cm
【素 材】ナイロン91％、レーヨン6％、
 ポリウレタン3％

アクリルキーホルダー
 600円（税込）
【サイズ】約70×67mm
【素 材】アクリル、亜鉛合金

NEW

ミニデニムバッグ 1,500円（税込）
【サイズ】（本体）約300×200×120mm
 （持ち手）約30×320mm
【素 材】綿

NEW

ガンズくんソックス 850円（税込）
【サイズ】19-21cm、22-24cm、25-27cm
【素　材】綿アクリル
※ スタジアムのみでの取り扱いとなります。

再入荷

マグネット 800円（税込）
【サイズ】直径約85mm
【素 材】PVC、マグネット

NEW

サイズ詳細
身丈 身幅 肩幅 袖丈

110 44㎝ 33㎝ 29㎝ 13㎝
130 52㎝ 37㎝ 33㎝ 15㎝
150 60㎝ 43㎝ 38㎝ 17㎝
S 66㎝ 49㎝ 44㎝ 19㎝
M 70㎝ 52㎝ 47㎝ 20㎝
L 74㎝ 55㎝ 50㎝ 22㎝

Tシャツ 2,650円（税込）
【素 材】綿
※ スタジアム、オンラインショッ
プのみでの取り扱いとなります。

NEW

8/26㈰
23:59
まで

巾着袋（フォレスト・ドット）
 各1,000円（税込）
【サイズ】約14.5×17cm
【素 材】ポリエステル

NEW

ガンズくん6th Anniversary Goods

NEW



2018年6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

※ 6/2 時点登録選手
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