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後半戦も良い準備をし
て、良い結果を出して

いきたい！

Q：2018シーズンの
前半戦が終了しまし

た。ここまでの戦いを
振り返って？

「序盤こそ勝てる内
容で引き分けてしま

う悔しい試合が多か
ったですが、ここ最近

は劣勢をはねのけて
逆転したり、試合終

盤の得点で勝ちを拾
ったりとチームとして

の底力を見せられる
ようになってきました

。守備面でも一歩や
1秒にこだわってやろ

うということを再確
認してからは、ゴール

前での粘り強さが出
てきたと思います。や

はり堅い守備が山雅
のベースなので、そこ

はポイントかなと」

Q：ちょうど対戦も一
巡しましたが、後半戦

のライバルとなりそう
なチームは？

「大宮は序盤こそつ
まづいた印象があり

ますが、ここに来て状
態も上がってきてい

るのを感じます。あと
山口などは開幕直後

からの勢いのままに
走っているし、前半

戦では悔しい試合（
第6節／後半ATに2

点差を追いつかれて
ドロー）をしてしまっ

たので次の対戦では
勝ちたいですね」

Q：これから後半戦が
始まります。どのよう

な意気込みで臨みま
すか？

「順位や勝ち点を見
ても突出したチーム

はないですし、上位
に来るだろうと予想

さ

れていたチームが苦
戦している。どこが昇

格争いをしてもおか
しくないリーグなの

で、自分たちとしては
目の前の一試合を大

事にしていきたい。
良い準備をして、良

い結果を出すことを
続けていければと思

います」

Q：終盤の昇格争いは
、相当な重圧がかかる

はずです。

「勝ち点でいえば同
じ42分の1かも知れ

ませんが、リーグも終
盤になるにつれてプ

レッシャーのかかる
試合も増えてくるはず

。そういう時こそ問わ
れるのはチーム力だ

と思うし、選手とスタ
ッフが一丸となって全

力を尽くしていければ
と思います」

Q：今日の対戦相手
は、昨季まで4年間プ

レーしてきたアルビレ
ックス新潟です。

「今季は河田篤秀選
手や渡邉新太選手な

ど、躍動感のある若
手がチームを牽引し

ているという印象で
す。また矢野貴章選

手には前回対戦時に
やられているので、

前線で起点を作らせ
ないような守備をす

る必要がありますね
。自分自身、

新潟でプロとしてのキ
ャリアの多くを過ごし

たことで大きく成長

させてもらいました
。感謝の気持ちは強

いですし、対戦が

今から楽しみですが
、山雅の一員として絶

対に勝たな

いといけない試合だ
と思っています！」

ハイボール処理やセ
ービング、クロスボー

ルへの対応などで、
開幕から安定したプ

レーを

続けている守田達弥
選手。ゴールにカギを

かける守護神に、前
半戦の総括、後半戦

の展望、

そして古巣戦への意
気込みを聞きました

。

GK 

守田達弥

 

 

Tatsuya MORITA



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：デンカビッグスワンスタジアム
●活動区域／ホームタウン： 新潟県／新潟市、聖籠町
●クラブマスコット：愛称「アルビくん」 「スワンちゃん」「アーくん」「ルーちゃん」「ビィくん」
●Jリーグ加盟年：1999年　●社長名：中野　幸夫　●監督名：鈴木　政一

第22節 アルビレックス新潟

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 40 ＋10
2 レノファ山口FC 39 ＋6
3 FC町田ゼルビア 37 ＋10
4 松本山雅FC 37 ＋10
5 アビスパ福岡 36 ＋8
6 横浜FC 35 ＋3
7 モンテディオ山形 33 ＋4
8 大宮アルディージャ 32 ＋7
9 東京ヴェルディ 32 ＋7
10 ファジアーノ岡山 31 ＋4
11 FC岐阜 29 ＋4
12 ヴァンフォーレ甲府 28 ＋10
13 ジェフユナイテッド千葉 28 －3
14 ツエーゲン金沢 27 ＋0
15 アルビレックス新潟 26 －3
16 徳島ヴォルティス 25 －1
17 水戸ホーリーホック 25 －5
18 ロアッソ熊本 22 －13
19 栃木SC 20 －13
20 カマタマーレ讃岐 18 －15
21 京都サンガF.C. 16 －15
22 愛媛FC 15 －15

2018/7/4
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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
 第27節  8月4日㈯
18：00 ジェフユナイテッド千葉
 フクダ電子アリーナ

 第28節  8月11日(土･祝)
18：00 カマタマーレ讃岐
 Pikaraスタジアム

 第29節  8月18日㈯
19：00 FC町田ゼルビア
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats

松本山雅FCVSVSVSVSアルビレックス新潟
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※スタッツは第 21節終了時点のものです。

さあ、後半戦。新潟サポーターに負けない声援を！
早いもので2018シーズンも半分を消化し、これからリーグは後半戦に突入する。山雅は、
第20節・千葉戦で2点差を引っ繰り返す逆転勝利を挙げると、第21節・熊本戦では遠距
離アウェイの苦しい状況で3-1と快勝。ここまで10勝4敗7引き分けで順位も4位へと浮
上した。上位陣が星を潰し合う中で、この連勝は大きな意味を持つ。自動昇格圏内との
勝ち点差も近づいているだけに、勢いを消すことなく白星を積み重ねていきたい。
今日の対戦相手は、2004年にJ1昇格後、15年ぶりにJ2リーグを戦い、ここまで7勝9
敗5引き分けで15位のアルビレックス新潟だ。代表経験を持つ中堅・ベテランに加えて、
渡邉新太や河田篤秀、戸嶋祥郎らが出場機会を重ねるなど選手層の厚さもリーグ屈指。
リーグ戦に集中できる後半戦は、昇格戦線に浮上すべく準備を整えている。
同じカテゴリーだった2015シーズンにも対戦経験があるが、その際にも多くの新潟
サポーターがアルウィンに足を運んでいる。この試合もゴール裏を橙色に染めるべく、
3000人を超えるサポーターが隣県から駆けつける。後半戦の初戦ということもあり負
けられない一戦だからこそ、スタンドからの後押しが重要になる。山雅サポーターの皆
さんには、新潟サポーター以上の熱をピッチ上の選手たちに送ってほしい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

この勢いのままに夏場を乗り切りたいですね
Q： 第21節・熊本戦で前半戦を終え、これから夏場を
迎えます。

「試合の行われた熊本は座っているだけでも汗が出て
くるような気候で、選手たちの疲労も濃かったと思い
ます。これからは松本にないような暑さの中でもしっ
かり戦えるような練習を行わないといけません。負傷
者のいる最終ラインは不安定な部分もありますが、ボ
ランチ含めて前線の運動量、躍動感は向上しています
し、この勢いのままに夏場を乗り切りたいですね」

Q： 対戦相手のアルビレックス新潟は現在15位と、ここ
までは難しい戦いを強いられているようですが？

「ルヴァン杯と並行してリーグ戦を戦っていた影響は間違いなくあったと思いますが、
J2リーグの難しさを改めて認識した前半戦だったのではないでしょうか。しかし個々の
選手のクオリティーは高く、渡邉新太や河田篤秀などポテンシャルの高いアタッカーに
も注意が必要です。最終的には昇格戦線に浮上してくるチームだと思っています」

Q：反町監督が、かつて指揮を執ったチームです。
「私のことは忘れている新潟サポーターの方も多いでしょうが（苦笑）、我々のチームに
は守田もいますし、非常に熱い雰囲気の中での一戦になると思います。新潟は隣県とい
うこともあり、これまで以上のアウェイサポーターがゴール裏を埋め尽くすはず。だか
らこそ良いゲームをして、その上で勝ち点3を得たいですね。そのためにも頑張ります
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
河田 篤秀 5
渡邉 新太 5
安田 理大 4
矢野 貴章 3
ターレス 3

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 6
前田 大然 5
高崎 寛之 4
岩上 祐三 3
パウリーニョ 3

他 1名

リーグ屈指の
攻撃力を誇る
千葉に、開始
直後から苦し
められる山
雅。 開始25
分で2点ビハ
インドとな
り、ボール支
配率で圧倒さ
れる展開とな
った。しかし
前半終了間際に岩上の直接FKで1点を返すと、後半
は一転して山雅が主導権を掴む。59分には前田大
が同点ゴール、61分には前田直の逆転ゴールで試
合を引っ繰り返すと、80分にはパウリーニョがダ
メ押しとなる4点目。守備面でも最終ラインが集中
力を保ち、千葉に反撃を許さなかった。

vs ジェフユナイテッド千葉

6月23日㈯18:00 アルウィン

松本山雅FC VS ジェフユナイテッド千葉

4 1前半2
3後半0 2

前後半で一変。2点ビハインド
からの大逆転劇！

第20節

昨季、一昨季
と敗れている
アウェイ熊本
戦で、今季こ
そ勝ち点3を
持ち帰りたい
山雅は気持ち
の入った戦
いを見せる。
10分にセッ
トプレーから
のこぼれ球を
前田大が押し込むと、その3分後には左サイドから
のクロスに上手く反応した高崎が追加点。その後は
熊本の攻勢も組織的守備とハードワークではね返す
と、63分に前田直がダメ押しの3点目を決めた。そ
の直後に1点を返されたのは反省材料ながら、前半
戦ラストゲームを白星で飾った。

攻守に気持ちの入ったプレーで、
熊本に敵地で勝利

アルビレックス新潟選手一覧

※＝ 2種登録

ロアッソ熊本 VS 松本山雅FC

1 0前半2
1後半1 3vs ロアッソ熊本

6月30日㈯19:00 えがお健康スタジアム

第21節

GK 1 大谷　幸輝 1989/04/08 186㎝/90㎏
21 渡辺　泰広 1992/10/04 181㎝/78㎏
30 田口　潤人 1996/09/28 181㎝/77㎏
38 アレックス ムラーリャ　 1989/11/10 189㎝/87㎏

DF 2 広瀬　健太 1992/06/26 178㎝/75㎏
3 安田　理大 1987/12/20 173㎝/72㎏
4 ソン ジュフン 1994/01/13 190㎝/85㎏
5 富澤清太郎 1982/07/08 181㎝/75㎏
23 柳　　育崇 1994/06/22 187㎝/84㎏
24 川口　尚紀 1994/05/24 177㎝/72㎏
25 長谷川　巧 1998/10/06 179㎝/68㎏
29 渡邊　泰基 1999/04/22 180㎝/74㎏
31 堀米　悠斗 1994/09/09 168㎝/64㎏

※ 35 岡本　將成 2000/04/07 184㎝/79㎏
44 大武　　峻 1992/11/24 189㎝/86㎏

MF 6 磯村　亮太 1991/03/16 182㎝/73㎏
10 加藤　　大 1991/05/07 175㎝/70㎏

MF 17 伊藤　優汰 1992/09/18 172㎝/67㎏
20 端山　　豪 1993/04/09 176㎝/70㎏
26 戸嶋　祥郎 1995/09/26 170㎝/65㎏
33 高木　善朗 1992/12/09 168㎝/65㎏
34 原　　輝綺 1998/07/30 180㎝/72㎏

※ 36 本間　至恩 2000/08/09 163㎝/54㎏
※ 37 五十嵐　新 2000/04/28 180㎝/72㎏
40 小川　佳純 1984/08/25 173㎝/67㎏
50 坂井　大将 1997/01/18 167㎝/64㎏

FW 7 ホ　　　ニ 1995/05/11 170㎝/65㎏
9 河田　篤秀 1992/09/18 177㎝/77㎏
11 タ ー レ ス 1995/05/18 185㎝/93㎏
14 田中　達也 1982/11/27 167㎝/63㎏
16 渡邉　新太 1995/08/05 170㎝/67㎏
19 矢野　貴章 1984/04/05 187㎝/78㎏
27 ブルーノ メネゲウ 1987/06/03 168㎝/70㎏



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

鹿児島市PRブース
鹿児島県物産販売①

鹿児島県物産販売②
新潟グルメ

松本市PRブース星に願いを
七夕ブース

（14号駐車場）
献血車両

セントラルパック×喫茶山雅
ひまわりフォトスポット

真澄×喫茶山雅

ハンドマッサージブース
セルフヘアアレンジブース

ハーフシーズンパス販売
＆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
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ゾーン
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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
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喫茶山雅
七夕特別企画として、「全緑、登頂ソーダ」「パッションマンゴーソーダ」「レモネードソー
ダ」（各５００円）を通常より大きいカップで、アイスキャンディーをトッピングしてご提供
します。アイスキャンディートッピングは数量限定になりますので、予めご了承ください。
肉のあづみ野屋 cafe SENRI
新潟県産牛の串焼き…￥700 新潟直送・笹だんご！ …………¥150
 新潟サングリアオレンジフロート…¥450
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（日本海クリームコロッケ）………………………¥500
対戦相手カクテル（ハッピーリターン） ……………………………¥600

本日限定メニュー紹介本日限定メニュー紹介

2ゲート
階段上エリア
2ゲート
階段上エリア

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
パッションマンゴーソーダ ¥500
レモネードソーダ ¥500
※七夕限定サービス アイス
キャンディー無料トッピング

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 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

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

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 カフェカーボ 28 Grill Lab. 29 ターメリック 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

かき氷 ¥600
ノンアルコールカクテル
 ¥500
カレー ¥600
からあげ ¥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

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

13:30～  献血開始
 （有料駐車場入り口付近）

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）

  鹿児島県特産品販売ブース
開始（スタジアム場外サウス
ゾーン・場外4ゲート付近）

  新潟グルメ販売開始
 （場外4ゲート付近）

15:00  松本市・鹿児島市観光PRブース
開始／星に願いを七夕ナイト開
始／クラブガンズ会員受付開始
／ハーフシーズンパス販売開始
／天皇杯チケット特別販売開始
（スタジアム場外サウスゾーン）

15:30 先行入場開始
  株式会社チンタイバンク様オリジ

ナルうちわ配布（1・4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）
  アルビレックス新潟グッズ販

売開始（2ゲート付近）
  “女子力up！”ビューティー

ブース開始／女性におスス
メ！グルメ開始／ひまわりフォ
トスポット開始（1ゲート付近）

  山の日記念サマーユニフォー
ム展示開始（4ゲート付近）

15:45  ハンドマッサージ整理券配布
開始（1ゲート付近）

15:50  鹿児島茶「ちゃちゃっと茶
いっぺ」配布開始（スタジア
ム場外サウスゾーン）

16:00 一般開門

16:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

17:00  鹿児島市 薩摩観光維新隊、
かごしま親善大使による鹿
児島市PR（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頃  パウリーニョ選手「J2通算200
試合出場達成｣ 記念セレモニー

 キックインセレモニー
 ・ 松本市 副市長　　坪田 明男様
 ・鹿児島市 副市長　松永 範芳様
  ミス松本とかごしま親善大使

による花束贈呈（ピッチ）

18:00 前半キックオフ

18:45頃 ハーフタイム（15分間）

19:00頃 後半キックオフ

19:45頃 試合終了

松本市PR
【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

Let’s 山雅女子 レディースデー
松本山雅FCを応援して下さる女性の皆様、新潟戦は女性向けのイベント・グッズ満載のレディースデーとして開催いたします！

新潟グルメ販売「越後大福」
新潟が誇るB級グルメのタレかつ丼は、熱々のカツを醤油ベースの甘じょっぱいタレにくぐらせた、玉子
でとじないさっぱりとしたかつ丼です。その他に「国産牛牛すじ煮込みごはん」「蒲原牛ローストビーフと
ろろ丼」「村上牛コロッケ」の販売を予定しています。
・佐渡島黒豚タレかつ丼 価格750円
【実施場所】スタジアム場外4ゲート付近　【実施時間】14:00～ハーフタイム終了まで

ハーフシーズンパス販売
【受付場所】スタジアム場外サウスゾーン
【受付時間】15:00～ハーフタイム
【購入特典】選べる選手フォト

アルビレックス新潟グッズ販売
【実施場所】スタジアム場内2ゲート付近
【実施時間】15:30～試合終了後30分後まで

松本市・鹿児島市 文化・観光交流都市デー

（1）松本七夕スイーツPR
松本七夕スイーツに合わせての松本スイーツのサンプリング
を先着200名にお配りいたします。
（2）信州花フェスタ2019PR
来年4月から開催される信州花フェスタ2019に向けてオリ
ジナル缶バッジの制作体験を行います。

（3）第2回松本マラソンPR
9月30日に開催される第2回松本マラソンのPRとして、コー
スの紹介当日の交通規制に関するチラシを配布します。
（4）2018セイジ・オザワ松本フェスティバル開催PR
8月18日に開幕する2018セイジ・オザワ松本フェスティバル
のチラシを配布します。

鹿児島市PR
（1）鹿児島市観光リーフレットとボンタンアメの配布（約1,500名様）
（2）鹿児島茶「ちゃちゃっと茶いっぺ」・観光パンフレットの配布
鹿児島市副市長 松永 範芳様より先着100名様に鹿児島茶「ちゃちゃっと茶
いっぺ」をお配りいたします。全国2位のお茶処・鹿児島のお茶を味わってみ
てください。また、鹿児島市の観光パンフレットの配布も実施いたします。
【実施時間】15:00～18:00　【実施場所】スタジアム場外サウスゾーン
【副市長による鹿児島茶「ちゃちゃっと茶いっぺ」配布時間】15:50～
※鹿児島茶「ちゃちゃっと茶いっぺ」配布時間とパンフレット配布時間が異なりますのでご注意ください。
※予定数量を配布次第終了とさせていただきます。
（3）鹿児島県特産品販売ブース
鹿児島県の特産品である「さつまあげ詰合せ」、「むじゃき白くま」「セイカ白熊バー」「かるかん饅頭」
「あらわざ桜島（焼酎）」「ボンタンアメのお酒」「コロコロ焼」などの様々な販売を行います。是非、鹿
児島県の特産品を味わってみてください。なお、焼酎は、試合終了後のお渡しとなります。あらかじめ
ご了承ください。※焼酎の引換は当日のみとなります。 【販売時間】14:00～試合終了30分後まで
【実施場所】①物産販売：スタジアム場外サウスゾーン　②焼酎＆コロコロ焼：スタジアム場外4ゲート付近

●Let’s 山雅女子“女子力up！”
　ビューティーブース
（1）癒しタイムでリラックス♪
　　レディース限定“ハンドマッサージ”
夏にぴったりな清涼感のある「ラ・カスタ 
アロマエステ レッグジェル」を使用し、
美容組合中信支部様にご協力いただき女
性向けにハンドマッサージを実施いたし
ます。ご希望の方は、整理券をお受取下
さい。さらに、ハンドマッサージ後には、
ラ・カスタ アロマエステシリーズの“ヘアソープ＆ヘアマスク21”
もしくは“ヘアソープ＆ヘアマスク35”のサンプルをプレゼント！
【実施場所】スタジアム場内1ゲート付近
【整理券配布時間】15:45～　【実施時間】15:30～18:00
※整理券は先着80名の女性にお配りいたします。
（2）髪型ファッション自由自在♪レディース限定“セルフヘアアレンジ”
「ラ・カスタ」ヘアケア製品と㈱泉精器製作所様の
製品を自由に体験いただくコーナー！美容組合中
信支部の方々のワンポイントアドバイスなどを聞
きながらヘアアレンジにトライしてみてください。
【実施場所】スタジアム場内1ゲート付近　【実施時間】15:30～18:00

●Let’s 山雅女子 星に願いを☆七夕ナ イト
7月7日は七夕。山雅女子も山雅男子も短冊に願いごとを書い
て笹にかざりましょう☆
【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

●Let’s 山雅女子 女性におススメ！グルメ
【実施場所】スタジアム場内1ゲート付近　【実施時間】15:30～18:00
（1）真澄×喫茶山雅
宮坂醸造様と喫茶山雅がコラボし、スタジアム限
定！“真澄の糀あま酒”アレンジドリンクの販売を行
います。豆乳×甘酒、ココナッツミルク×タピオカ
×甘酒、の意外な組み合わせのレシピで、“真澄
の糀あま酒”を是非お楽しみください。
（2）セントラルパック×喫茶山雅
セントラルパック様の新商品“豆乳こんにゃく麺-
和風だし”の販売を行います。『しっかり食べても
100kcal、低糖質でヘルシーな新感覚ヌードル』
を夏向きに冷たくしてお待ちしておりますので、
是非、一度味わってみて下さい。

●Let’s 山雅女子 女性のみなさまへの「おもてなし」
応援でたくさん手をたたく女性のファン・サポーターの皆
さんの手をケアしたい！手指や常を美しく保てる「ラ・カ
スタ ホワイトローズ ハンド&ネイルトリートメント」をス
タジアム内の全ての女性用お化粧室に準備いたします。

●Let’s 山雅女子 ひまわりフォトスポット
JA全農長野様にひまわりをご提供いただき、ひまわりフォトス
ポットを設置いたします！夏を先取りの、アルウィンフォトスポッ
トを楽しんでください♪
【実施場所】スタジアム場内1ゲート付近　【実施時間】15:30～18:00

「鹿児島市 薩摩観光維新隊」、「かごしま親善大使」による鹿児島市PR
“松本市・鹿児島市 文化・観光交流都市デー”開
催を記念し、鹿児島市 薩摩観光維新隊とかご
しま親善大使が来場し、鹿児島市の魅力を
伝えてくれます！また、その後ピッチ内を1
周し皆様へPRを行います。

【実施場所】ピッチ上　【実施時間】17:00～

勝利チーム賞贈呈
松本山雅FCが勝
利した場合、鹿児
島市 薩摩観光維
新 隊より「桜 島
小みかんジュース 
10ケース」が贈呈
されます。



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/

N26.2206768 E127.6710949 （沖縄県那覇市 波上宮）
　奥さんの実家がある沖縄県の神社です。そもそも神社巡
りが好きだというのもあって何かあれば願掛けに足を運ぶ
し、初詣も必ずこの神社。すぐそばに「波の上ビーチ」という
砂浜があって、そこではオフ期間に走り込みなどの自主トレ
をしています。全体的にこのエリア一帯からパワーをもらっ
ていますね。
　沖縄は僕にとってすごく大切な場所です。気候も人の温
かさもマイペースぶりもすごく波長が合っていて、オフの間
は沖縄に「行く」のではなくて「帰る」感じでいます。３～４週
間くらい奥さんの実家に「ただいまー」と言って帰って、お
義母さんのつくってくれる沖縄そばとか本当に美味しい料
理を頂きながら過ごしています。でも自分の実家には５日く
らいしかいないので…そっちがおろそかにならないように
気を付けないといけません（笑）。
　そもそも僕がサッカーを頑張れているのも奥さんのおか
げ。結婚した2016年に長崎でいい成績を残せたし、その

前の15年には腎臓損傷で１週間くらい集中治療室に入院
していたときには毎日看病してくれました。「もうサッカーで
きひんのかな…」と覚悟していたときもずっとそばで支えて
くれました。それがなくても結婚するつもりではいましたが、
この出来事を通じてより強く大切に思うようになりました。
　次のオフも必ず沖縄に帰るし、初詣も絶対に波上宮。そのと
きは、生まれたばかりの長男も連れて３人で行きたいですね！

永井 龍の
座標

再入荷

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。

ロシア語Tシャツ 2,000円（税込）
【カラー】ホワイト　【素材】綿100%
【サイズ】S、M、L、XL
※ オフィシャルショップでの取り扱いはご
ざいません。あらかじめご了承ください。

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

ガンズくん マトリョーシカ
Tシャツ 2,500円（税込）
【カラー】グリーン　【素 材】綿100%
【サイズ】110、130、150、S、M、L

 ガンズくん マトリョーシカ
 キーホルダー（アクリル） 700円（税込）
【サイズ】アクリルパーツ：大50×40mm、中30×25mm、小20×15mm
【素 材】アクリル、鉄

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

松本市様ご提供
●セイジ・オザワ 松本フェスティバル オリジナルペアフェイスタオル   3名様
●山辺ワイン赤・白セット   3名様
●草間彌生グッズ   3名様

鹿児島市様ご提供
●鹿児島市特産品詰め合わせ   3名様

Let’s 山雅女子　レディースデー特別景品
●アルペンローゼ株式会社様ご提供
　ラ・カスタビューティヘアケアミニセット21   4名様
　ラ・カスタビューティヘアケアミニセット35   4名様
　ラ・カスタビューティヘアケアミニセット48   4名様
　ラ・カスタビューティヘアケアミニセット80   4名様
　ラ・カスタ ホワイトローズヘアケアセット   1名様
●株式会社泉精器製作所様ご提供
　カーリングドライヤー CD-TM77   6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
　「中信の花 カーネーション」の花束   10名様
　はち3つ＆プルーン ぶどうミックス（20缶入り）   5名様
●信越放送株式会社様ご提供
　SBC94.2FMラジオ   3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。

ガンズくん マトリョーシカ 3,500円（税込）
【サイズ】大7.5cm、中5.5cm、小3.5cm　【素材】菩提樹
※ オフィシャルショップ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

NEW

ガンズくん マトリョーシカ
ミニタオル（マイクロファイバー）
  600円（税込）
【サイズ】20×20cm
【素 材】EVAポリエステル合成繊維

NEW

 アセチハートへアゴム 1,000円（税込）
【サイズ】50×35mm　【素材】アクリル樹脂、ポリエステル
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。あら
かじめご了承ください。

NEW

NEW

アセチスマホリング
 1,000円（税込）
【サイズ】47×47mm
【素 材】アクリル樹脂、合金
※ オフィシャルショップ全店で取り
扱いはございません。あらかじ
めご了承ください。

NEW



SUPPORTERS

2018年7月6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 8
SERGINHO

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

MF 25
Naoki MAEDA

前田 直輝
1994/11/17
175cm/66kg
横浜 F・マリノス

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 17
Takaaki SHICHI

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

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 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

MF 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg
大宮アルディージャ

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 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

※ 7/6 時点登録選手
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