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大切にするよ、
あなたからのパス。
大切にするよ、
あなたからのパス。

人権スペシャルマッチ人権スペシャルマッチ

攻撃も守備も、100％
で頑張ります！

Q：昨季は個人的に好
成績を残した一方、チ

ームは昇格プレーオフ
進出を逃し悔しい

シーズンでした。

「良くも悪くも個人
的には成長できたシ

ーズンだったと思いま
す。ゴールもアシスト

もキャリアハイの数
字を残しましたが、

チームとして結果が
出せなかった。自分

自

身もチームに貢献で
きた試合もあれば、

少しの差で引き分け
たり負けてしまった

り。その意味では悔
いの残るシーズンで

したね」

Q：その雪辱を期して
臨んだ今季ですが、

ここまでを振り返って
？

「開幕前キャンプか
らシーズン序盤にか

けては、うまくいかな
いことも多かったで

す。試合に絡む時間
も少なく、自分に何

が足りないのかを見
つめ直すことにしま

し

た。チームとして求め
られていることを全

力でやろうと頑張っ
てきたことで結果も

ついてきて、自分が思
い描いているプレー

も徐々に出来てきま
した」

Q：今季は左WBとし
ての出場機会が多く

、サイドでの守備が光
っています。

「山雅は攻撃だけや
っていればいいとい

うチーム方針ではな
いし、攻守両方を10

0

％でやらないといけ
ない。もう山雅に来

て4年目になるので
分かっているつもり

で

すし、自分が得意とし
ているわけではない

守備も精一杯やってい
きたいと思います」

Q：攻撃面ではどうで
しょうか？

「守備から攻撃に出て
いく力は、昨季以上に

ついてきたと感じてい
ます。まだまだゴールや

アシストは多いとは言
えないですけど、もっと

ゴールに絡んでいける
ように頑張ります」

Q：今日の対戦相手
は大分トリニータにな

ります。

「まず組織的で、質
の高いサッカーをし

ている印象がありま
す。バズくん（宮阪政

樹）は出場できませ
んが、他にもキック

精度の高い選手も多
く、脅威であることに

変わりはありません
。自分たちとしては、

しっかり事前準備を
して挑みたいですね

」

Q：首位に立つなど今
季は絶好調の強豪に

、どのようなサッカー
をしたいですか？

「やはり自分たちより
も上位のチームを破

ることは、自動昇格
圏内に近づく

チャンス。そういう相
手に勝つことは大事

なことだし、山雅サポ
ーター

の皆さんも期待して
いるはず。素晴らしい

雰囲気を作ってくれ
る

皆さんの声援に応え
られるよう、勝利を目

指します！」

今季途中に左WBの
定位置を掴むと、持ち

味の攻撃面でチーム
に貢献。また守備面

でも

存在感を発揮し、キ
ャリアハイの自己成績

を挙げた昨季以上の
活躍を見せる石原崇

兆選手。

昨季の雪辱を期して
、闘志を燃やしていま

す。

MF 

石原崇兆

 

Takayoshi ISHIHARA



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：大分銀行ドーム
●活動区域／ホームタウン： 大分県／大分市、別府市、佐伯市を中心とする全県
●クラブマスコット：愛称「ニータン」
●Jリーグ加盟年：1999年　●社長名：榎　徹　●監督名：片野坂　知宏

第19節 大分トリニータ

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 アビスパ福岡 35 ＋11
2 レノファ山口FC 35 ＋8
3 大分トリニータ 34 ＋9
4 FC町田ゼルビア 32 ＋9
5 松本山雅FC 31 ＋9
6 ファジアーノ岡山 29 ＋6
7 FC岐阜 28 ＋7
8 横浜FC 28 －1
9 大宮アルディージャ 25 ＋3
10 ヴァンフォーレ甲府 24 ＋10
11 モンテディオ山形 24 ＋0
12 東京ヴェルディ 23 ＋3
13 徳島ヴォルティス 22 －2
14 ジェフユナイテッド千葉 22 －3
15 アルビレックス新潟 21 －1
16 水戸ホーリーホック 21 －5
17 栃木SC 20 －7
18 ロアッソ熊本 20 －11
19 ツエーゲン金沢 19 －4
20 京都サンガF.C. 15 －10
21 愛媛FC 14 －13
22 カマタマーレ讃岐 11 －18

2018/6/10
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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

 第25節  7月25日㈬
19：00 大宮アルディージャ
 NACK5スタジアム大宮

 第26節  7月29日㈰
18：00 ヴァンフォーレ甲府
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVS大分トリニータ
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※スタッツは第 18節終了時点のものです。

上位につける強豪の大分に、山雅の意地を見せろ！
中2日の3連戦もタフに戦い抜いた山雅。第17節・栃木戦は虎の子の1点を守り切って“ウ
ノゼロ”で勝利を飾ると、同カテゴリーの熊本との天皇杯2回戦も激闘の末に3回戦進出。
ここに来て幾人かの負傷者も散見されるが、リーグ戦とは異なるメンバーで臨んだ天皇
杯でも勝利するなど、選手層の厚さを随処で見ることができた。これから夏場を前にし
て、チーム力の高まりを感じられているのは嬉しい限りだ。
今日の対戦相手の大分トリニータは、現在10勝4分け4敗で暫定3位の好位置につけてお
り、J2リーグ復帰2年目の今季はJ1昇格を目指して奮闘中のチームだ。片野坂知宏監督
が引き続き指揮を執っている影響もあり、戦術面などに大きな変更はない。慣れ親しん
だ3-4-2-1のフォーメーションを敷き、最後方から勇気を持ってショートパスを繋いで
いくスタイルも、より洗練されてきた。2シャドーに配置される馬場賢治（8得点）と後
藤優介（6得点）の得点能力が活かされており、ここまでのチーム総得点数は33でリー
グ最多タイの数字だ。
山雅としては上位につける相手との対戦だけに、厳しい展開となることも予想される。
しかし昇格を争うチームには是が非でも意地を見せなければいけない。両チーム間の勝
ち点差は3で、得失点差は同じ＋9となっている。山雅が勝てば順位は入れ替わり、自動
昇格圏内へと近づくことになる。ホームでの大歓声を力に変えて、強敵を打ち破りたい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

アルウィンで、昨季のリベンジをしたいです
Q： 天皇杯2回戦は激闘の結果、3回戦へとコマを進めました。
「ホーム栃木戦から中2日ということで、出場機会の少ない
選手を中心に臨みましたが、よく頑張ってくれました。公
式戦をとおして、やれたこととやれなかったことが分かり
ましたし、その上で3回戦に進めたことは大きなプラス材料
だと思います。一方で対戦相手の熊本さんがボールを動か
しながら展開するということは試合前から予想していたこ
とで、ミーティングやトレーニングもしてきたなかで失点
してしまったことは課題ですね」

Q： 今日の対戦相手は大分トリニータです。どのような印象がありますか？
「片野坂知宏監督のもとで反則ポイントの少ないクリーンなサッカーに取り組んでいる
ことが特徴で、また前線のタレントが豊富なので誰が試合に出たとしてもおかしくない
チームです。特に2シャドーの馬場賢治と後藤優介の高い得点力を生かしながらチャン
スメークしており、特にJ2リーグに多い3バックのチームとの相性はいいはずです」

Q：ここまで好調の大分に、山雅はどう挑みますか？
「難しい試合になることは間違いありませんが、我々としてはアルウィンでは公式戦6連
勝中だけにホームの利を生かしたいところです。思えば昨季のホームゲーム（J2第38節
／0-2）でも悔しい内容で敗戦しているので、そのリベンジをしたいですね。そのため
にはサポーターの皆さんの力が必要ですので、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
馬場 賢治 8
後藤 優介 6
松本 怜 3
清本 拓己 3
伊佐 耕平 3

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
前田 大然 3
飯田 真輝 2

他 2名

序盤から主導
権を握り、ボ
ールを動かし
ながら相手陣
内へと攻め込
む山雅だった
が、栃木の堅
い守備を崩す
には至らな
い。40分 に
はプレー中の
アクシデント
で橋内が途中交代となったが、今季初出場の當間
が好守を披露。お互いに守備が安定したまま迎え
た55分、岩上のスローインからチャンスを作ると、
古巣戦に燃えるパウリーニョの左足シュートが決ま
る。その後の栃木の攻勢をしのぎ、1点を守り切っ
た山雅が、ホーム5連勝を飾った。

vs 栃木SC

6月3日㈰13:00 アルウィン

松本山雅FC VS 栃木SC

1 0前半0
1後半0 0

パウリーニョ、恩返しの一撃で
栃木を破る！

第17節

同カテゴリー
のチーム同士
の激突となっ
た天皇杯2回
戦は、肌寒い
なかでもサポ
ーターの声援
がアルウィン
を熱くした。
過密日程もあ
ってリーグ戦
から先発を総
入れ替えした両チームだが、アピールしたい選手た
ちが激しいプレーを繰り広げる。42分に永井のゴ
ールで先制した山雅だったが、試合終盤の83分に
高瀬に同点弾を許す。1-1のまま突入した延長戦で
も決まらず、勝敗はPK戦に託される。これを5-4で
勝利した山雅が、3回戦に進出した。

vs ロアッソ熊本

6月6日㈬19:00 アルウィン

120分間の激闘の末、PK戦で
勝利！3回戦に進出

大分トリニータ選手一覧

※＝ 2種登録

GK 1 修行　智仁 1984/06/29 182㎝/74㎏
22 ムン キョンゴン 1995/02/09 185㎝/82㎏
23 兼田亜季重 1990/02/26 185㎝/77㎏
31 高木　　駿 1989/05/22 181㎝/76㎏

DF 3 那須川将大 1986/12/29 177㎝/72㎏
4 竹内　　彬 1983/06/18 180㎝/70㎏
5 鈴木　義宜 1992/09/11 184㎝/72㎏
6 福森　直也 1992/08/29 182㎝/77㎏
14 岸田　翔平 1990/04/03 180㎝/72㎏
16 イム スンギョム 1995/04/26 183㎝/82㎏
19 星　　雄次 1992/07/27 170㎝/62㎏
29 岩田　智輝 1997/04/07 178㎝/73㎏
41 刀根　亮輔 1991/10/29 182㎝/75㎏
50 山口　真司 1996/04/26 172㎝/64㎏

MF 7 松本　　怜 1988/02/25 175㎝/68㎏

MF 8 黄　　誠秀 1987/07/10 177㎝/73㎏
15 清本　拓己 1993/06/07 169㎝/65㎏
17 國分伸太郎 1994/08/31 172㎝/66㎏
20 小手川宏基 1989/09/12 173㎝/67㎏
24 姫野　宥弥 1996/09/27 163㎝/62㎏
32 前田　凌佑 1994/04/27 172㎝/68㎏
33 丸谷　拓也 1989/05/30 179㎝/73㎏
35 宮阪　政樹 1989/07/15 169㎝/68㎏
38 馬場　賢治 1985/07/07 177㎝/77㎏

FW 9 後藤　優介 1993/04/23 171㎝/70㎏
10 藤本　憲明 1989/08/19 175㎝/69㎏
11 林　　容平 1989/07/16 178㎝/64㎏
18 伊佐　耕平 1991/11/23 175㎝/73㎏
27 三平　和司 1988/01/13 175㎝/68㎏
48 川西　翔太 1988/10/28 177㎝/73㎏

松本山雅FC VS ロアッソ熊本

1 1前半0
0後半1
5 PK 4 1

2回戦



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

Ｌｅｔ’ｓインスタ !

人権メッセージパネル展示

人権ブース

クラブガンズ会員受付
（プラスワンコインキャンペーン受付）
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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

ガーデンテラス
エリア
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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
大分県産牛の串焼き…………………￥700
cafe SENRI
大分かぼす ブルークリームソーダ…¥450

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
セキスイハイム
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
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

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 Halu iro 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 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～

ロイヤルスウィートバニラ
ソフトクリーム ¥400
タコス ¥600
チーズフォンデュタコライス
 ¥850

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 オクトパスファイヤーズ 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

削りイチゴ ¥500
削りマンゴー ¥500
白桃削り ¥600
削りミックス ¥600
まるごとメロン ¥1,000

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 クレープショップサニーズ 28 Grill Lab. 29 わが家のごはん 30 すずらんハウス 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

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

すずらん牛乳
ソフトクリーム ¥400
駒ケ根ソースかつパン
 ¥500

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

14:00～  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）

  セキスイハイムブー
ス開始（場外4ゲー
ト付近）

15:00  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）

15:20 サッカークリニック
  （アルウィン芝生グ

ラウンド）
15:30 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）

  人権啓発ブース開始
／人権メッセージパ
ネル展示ブース開始

 （1ゲート付近）
  使わなくなった子ど

も服・子ども用品の
募集開始（後援会
ブース）

16:00 一般開門
16:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV
 （ピッチ）

17:00頃  Let’s お父さん、あり
がとう！メッセージ

17:05頃  人権メッセージムー
ビー「大切にするよ、
あなたからのパス。」
放映（大型ビジョン）

  ガンズくん1日人権
擁護委員委嘱式

 （ピッチ）
17:25  選手ピッチ内ウォー

ミングアップ開始
17:48 選手紹介
18:00 前半キックオフ 
18:45頃 ハーフタイム
（15分間）  人権メッセージムー

ビー「大切にするよ、
あなたからのパス。」
放映（大型ビジョン）

  人権擁護員ピッチ1周
人権啓発PR（ピッチ）

19:00頃 後半キックオフ
19:45頃 試合終了

セキスイハイムイベント
オフィシャルスポンサーのセキスイハイム様がイベントを実施いたします。
「お住まいに関するアンケート」にお答えいただいた方を対象として選手
サイン入りグッズなどが当たる抽選会を実施いたします。（アンケートご回
答のご家族様1回）

父の日イベント

大切にするよ、あなたからのパス。人権スペシャルマッチ
松本山雅FCは長野県と連携し、人権啓発活動を行っております。

～人権イメージキャラクター　人KENまもる君、人KENあゆみちゃん～
漫画家やなせたかしさんのデザインにより誕生したキャラクターです。2人とも、前髪
が「人」の文字、胸に「KEN」のロゴで「人権」を表しています。人権が尊重される
社会の実現に向けて、全国各地の人権啓発活動で活躍しています。

6.236.23 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 ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 長野県木曽郡

上松町出身の力士
長野県木曽郡
上松町出身の力士御嶽海関が御嶽海関が

6/23来場！6/23来場！

協力：市民タイムス

●人権に関するアンケートに答えてオリジナルクリ
アファイルをもらおう＆エスコートキッズ抽選会
人権に関するアンケー
トにお答えいただいた
方先着1,700名様にオ
リジナルクリアファイ
ルをプレゼントいたし
ます。松本山雅FCの選
手もアンケートの募集
に参加いたします。ま
た、アンケートにお答
えいただいた小学生を対象にエスコートキッズ抽選
会を実施いたします。
【実施場所】人権啓発ブース　1ゲート付近
【実施時間】15:30～ハーフタイム終了まで
【エスコートキッズ抽選会】15:30～16:25
※オリジナルクリアファイルは、予定数量を配布次
第終了とさせていただきます。
※選手の参加時間は16:30～17:00予定となっております。

●選手・監督による人権メッセージムービー「大切
にするよ、あなたからのパス。」
人権スペシャルマッチ開催にあたり、選手・監督に
よるスペシャルムービー「大切にするよ、あなたから
のパス。」を制作いたしました。大型ビジョンにて放
映いたしますので、是非ご覧ください。
【実施時間】17:05頃、ハーフタイム

●ガンズくん1日人権擁護委員委嘱式＆ハーフタイ
ムピッチ1周人権啓発PR
ガンズくんが1日人権擁
護委員に任命されます。
ピッチ上で委嘱式を行
います。また、ハーフタ
イムには、人権擁護員
の方々が、ピッチを1周
し人権啓発についての
呼びかけを行います。
【実施場所】ピッチ
【実施時間】人権擁護委員委嘱式17:05頃～
 人権啓発PR　ハーフタイム

●選手・監督による人権メッセージ色紙展示
選手・監督が
考えた人権メ
ッセージ入りの
色紙を展示い
たします。メッ
セージをご覧
いただくこと
で、 皆様が人
権について考えるきっかけとしていただければ幸いです。
【実施場所】人権メッセージパネル展示ブース
 1ゲート付近
【実施時間】15:30～ハーフタイム終了まで

《景品一例》
・2018シーズン公式試合球 …………………1名様
・選手サイン入りボール ………………………2名様
・選手トレーニングマッチユニフォーム ……4名様
・選手サイン入り色紙 …………………………5名様
【実施場所】セキスイハイムブース（場外4ゲート付近）
【実施時間】14:00～18:00
※景品が無くなり次第、抽選会は終了となります。
※個人情報の取り扱い等についてご同意いただく必
要がございますので、予めご了承ください。

●Let’s アルウィン企画！
　“Let’sお父さん、ありがとう！メッセージ”
今シーズンから導入された北側ゴール裏の
LED看板に掲出する「Let’s メッセージ企画」
今回は、「父の日」をテーマにメッセージを
募集しました。日頃の感謝をこめたお父さ
んへのサプライズメッセージにご注目くだ
さい。
【実施場所】ピッチ　【実施時間】17:00頃

●Let’sインスタ! “お父さんとインスタ映えスポットを
　楽しもう！”（※雨天・強風中止）
お父さんと一緒に写真を撮ろう！
今回は顔出しパネルに加え、「い
つもありがとう」プロップスもご
用意いたします！家族一緒の写真
撮影をお楽しみください。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】スタジアム場外サウスゾーン
【実施時間】15:00～18:00



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/

N35.6087519 E138.5423421 （山梨県中央市 イオンタウン山梨中央）
　2012年夏のことでした。ヴァンフォーレ甲府に所属し
ていた当時、ふと練習帰りに寄ってペットショップを見て
いたんです。そうしたら、いたんですよ。まだ生後２カ月く
らいの、小さいオスのヨークシャーテリアが。ちょこんと寝
ながらこっちを見ていた目が本当にかわいくて、「あ、この
子だ！」って買って帰りました。小屋とか食べ物とかペット
シートとかおもちゃとか、一通り必要なものを全部その場
でそろえました。本当はもっと計画的に買わないといけな
いのはわかっています…（笑）。
　ちなみに当時住んでいた家はペットＮＧだったんです
が、大家さんにお願いして「敷金を倍払うから」ということ
で特別にＯＫしてもらいました。背番号が９だったのと、奥
さんが「古風な名前がいい」ということで「九兵衛」と命名。
今でも生活の中心は九ちゃんで、特に家で座ってテレビを
見ていると膝に乗ってきて寝ちゃうのがかわいくて仕方な
いです。

　そもそも祖父が猟をしていて大きな猟犬を実家で飼っ
ていたので、小さい頃から犬は身近な存在でした。自分よ
り大きい犬に包まれて、小屋で一緒に寝ていたこともある
そうです。動物は全般的に好きでムツゴロウさんみたいな
生活をしたいし、特に犬はたまらなく愛おしいです。だから
本当は犬も５、６匹は飼いたいんですが…奥さんに「誰が
世話するの！？」って怒られるのでガマンしています（笑）。高崎寛之の

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

大切にするよ、あなたからのパス。人権スペシャルマッチ特別景品
●選手・監督のサイン入り人権メッセージ色紙  33名様

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
　JA長野八ヶ岳産レタス（2玉セット）  60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

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％

18アームカバー 1,600円（税込）
【カラー】ブラック、グレー
【サイズ】約55cm
【素 材】綿50%、アクリル50%
 UVカット、吸水速乾糸使用

NEW

Let’s 運だめしグッズ
全25種！ガンズくん
缶バッジ 300円（税込）
【サイズ】直径約54mm

8/26㈰
23:59
まで

徳利・お猪口セット 3,000円（税込）
【サイズ】（徳利）2合/70×155mm/250cc
 （お猪口）50×40mm/40cc
【素 材】陶器
※ オフィシャルショップでの取り扱いはござ
いません。予めご了承ください。

NEW

NEW

お車で
ご来場
の皆様

当日はクラブ指定の駐車場をご利用ください。
下記の駐車場はご利用いただけません。
1. 弊クラブ管轄外の信州スカイパーク駐車場
2. 西南公園、松本市サッカー場、多目的広場（野球グランド）横駐車場
★ 周辺企業や農地などへの駐車、路上駐車などは絶対におやめください。

周辺道路・駐車場は
たいへん混雑いたします。

お時間に余裕を
持ってご来場ください。

信州・まつもと大歌舞伎×松本山雅FC
コラボタオルマフラー 2,200円（税込）
【サイズ】200×1,100mm　　【素 材】綿

NEW

ロシア語Tシャツ
2,000円（税込）
【カラー】グリーン、ホワイト　【素 材】綿100%
【サイズ】S、M、L、XL
※ スタジアム、オンラインショップのみでお取り扱
いとなります。

NEW
2018 OneSoul
MATSUMOTO YAMAGA F.C
とロシア語で書いてあります。

LOGOS防水レインバッグ
　　　　3,800円（税込）
【サイズ】（開口した状態）
 幅42×奥行18×高さ57cm
  （開口部を閉じた状態）
 幅42×奥行18×高さ40cm
【素 材】ポリエステル

NEW



2018年6月15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 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 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg
鹿島アントラーズ

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

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

※ 6/15 時点登録選手
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