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100％の力を出して、
勝ちにいきます！

Q：リーグ戦も3分の
2を終え、山雅は首位

と好調です。その要因
とは？

「結果がついている
ことで、チームとして

やろうとしているサッ
カーに自信を持って

取り組めていること
が好調の要因だと感

じています。その自
信は試合を重ねるに

つれて更に深まって
いますし、これから

も目の前の試合を大
切にしながら全力で

戦うことを続けてい
きたいですね」

Q：昨季のJ2優勝を
果たした湘南と比べ

て、チームの雰囲気は
どうですか？

「今の山雅にも同じ
ような雰囲気があり

ます。昨季の湘南も
拮抗した試合は節々

にありましたが、だか
らこそ良い意味で誰

ひとりとして気を緩
めることなく戦えて

いました。また堅い
試合を重ねることで

プレッシャーにも強
くなり、気持ちの面

で

追い込まれることは
ないと思います」

Q：これからチームの
総合力の問われる終

盤戦となります。安
東選手への期待も

高まりますが？
「似たタイプのパウ

リーニョ選手が怪我
で離脱していますが

、それでチーム力が落

ちたと思われないよ
うに取り組んでいま

す。なかなか試合に
は絡めていないです

けど気持ちは強く持
っていますし、よりチ

ーム内競争を激しく
していくことも自分

に与えられた仕事だ
と思っています。そし

て先発であっても途
中出場であっても試

合に出れば、チーム
に勢いやアグレッシ

ブさをもたらせるよう
なプレーで勝利に貢

献できるように頑張
ります」

Q：今日の対戦相手
は横浜FCとなります

。どのような印象があ
りますか？

「やはり攻撃力が高
いという印象が強い

です。イバ選手やレア
ンドロ・ドミンゲス

選手など強烈な個人
能力を持った外国籍

選手がいるし、その
他にもテクニックや

アジリティーの高い
選手が多い。だから

こそ気持ちの面では
負けてはいけない。

僕

がイバ選手からアグ
レッシブにボールを

奪えばチームも勢い
に乗れると思います

し、勝負どころをしっ
かりと抑えるようなプ

レーを見せたいです
ね」

Q：最後にサポーター
の皆さんにメッセー

ジを。

「サポーターの皆さ
んの声援は本当に力

になっていますし、そ
の期待に

応える一心で戦って
います。皆さんがガッ

カリするようなプレー
を

することの無いように
100％の力出して勝ち

にいきますので、

今日もアルウィンで熱
い声援を送ってくだ

さい！」

フィジカルの強さとボ
ール奪取能力を生か

して、本職のボランチ
のみならずセンターバ

ック

としての評価も高い
安東輝選手の登場で

す。J1昇格を目指す
チームに貢献するた

めに、

日々100％の姿勢で
取り組んでいます。

MF 

安東 輝

 

 

Akira ANDO

ホームタウンデーホームタウンデー



後半アディショナルタイムのFK一撃で、
町田に屈する
暫定3位・町田との一戦
は、セットプレーが勝敗
を分けた。お互いに前半
から長いボールを活用
しつつ好機をうかがう
が、最終ラインが堅守を
披露。後半も同様の流れ
が続き、試合終盤までス
コアレスで進む。山雅は
88分にペナルティエリ
ア手前からFKの好機も、岩上のキックはクロスバーに
直撃。すると町田も後半アディショナルタイムに得た
ゴール前でのFKを、平戸が直接叩き込む。直後に試合
終了の笛が鳴り、0-1で後半戦初黒星を喫した。

DF31
橋内優也選手
「山雅は首位に
いるが、決して
強いチームでは
ないし、リーグ
戦で圧倒しているわけでも
ない。だからこそ驕ることな
く戦って、チーム全員がやる
べきことをやっていきたい。
それが目標を達成するため
の一番の近道だと思う」

MF8
セルジーニョ選手
「とても良い試
合だったと思
う。同点で終わ
っても悪くな
かったが、自分たちが勝ちに
いった結果なので認めるし
かない。チャンスもあったが
最後まで決めることが出来
ず、勝利の女神が町田に向い
ていたのかなと感じました」

対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：ニッパツ三ツ沢球技場
●活動区域／ホームタウン：神奈川県／横浜市
●クラブマスコット：愛称「フリ丸」
●Jリーグ加盟年：2001年　●社長名：小野寺　裕司　●監督名：タヴァレス

第30節 横浜ＦＣ

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 56 ＋16
2 FC町田ゼルビア 53 ＋14
3 大分トリニータ 51 ＋15
4 横浜FC 49 ＋10
5 大宮アルディージャ 47 ＋13
6 東京ヴェルディ 46 ＋10
7 アビスパ福岡 46 ＋10
8 ファジアーノ岡山 44 ＋4
9 レノファ山口FC 43 ＋1
10 徳島ヴォルティス 41 ＋6
11 モンテディオ山形 40 －1
12 水戸ホーリーホック 39 ＋2
13 栃木SC 38 －4
14 ヴァンフォーレ甲府 37 ＋8
15 ツエーゲン金沢 36 －1
16 ジェフユナイテッド千葉 35 －7
17 愛媛FC 33 －14
18 FC岐阜 32 －7
19 アルビレックス新潟 29 －15
20 ロアッソ熊本 26 －18
21 京都サンガF.C. 25 －16
22 カマタマーレ讃岐 24 －26

2018/8/22
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 第31節  9月1日㈯
18：00 水戸ホーリーホック
 ケーズデンキスタジアム水戸

 第32節  9月8日㈯
18：00 アビスパ福岡
 レベルファイブスタジアム

 第33節  9月15日㈯
13：00 レノファ山口FC
 アルウィン

 第34節  9月23日（日・祝） 
14：00 ロアッソ熊本
 アルウィン

 第35節  9月30日㈰
14：00 モンテディオ山形
 NDソフトスタジアム山形

 第36節  10月6日㈯
14：00 愛媛FC
 アルウィン

 第37節  10月14日㈰
14：00 ツエーゲン金沢
 石川県西部緑地公園陸上競技場

予想フォーメーション & Stats
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※スタッツは第 29節終了時点のものです。

注目の“上位対決”！4位・横浜FCの攻撃を封じ込めるか
試合開始直後から最終盤までタフな展開となった前節・町田戦は、スコアレスのまま迎
えた後半アディショナルタイムに決勝点を許してしまった山雅。これが後半戦初黒星と
なり、リーグ戦の連勝も『5』でストップ。変わらず首位は堅持しているものの、他の
上位チームとの勝ち点差は開いているわけではない。混沌としている昇格争いも気にな
るが、まずは気持ちを切り替えて仕切り直しといきたい。
今節は8月最後の試合であり、アルウィン今年最後のナイトゲームでもある。対戦相手は、
ここまで13勝5敗10引き分けで暫定4位の好位置につける横浜FCだ。前節・讃岐戦では
レアンドロ・ドミンゲスのゴールもあって2-0で勝利し、山雅との勝ち点差は『7』にま
で縮むなどチーム状態は良好。今年はクラブ創設20周年というメモリアルイヤーにあた
り、記念すべきシーズンをJ1昇格で飾ろうと燃えている。
その横浜FCの特長といえば、やはり豪華なアタッカー陣だろう。イバ、レアンドロ・ド
ミンゲス、野村直輝、戸島章、瀬沼優司と試合を決められるだけのタレントが揃ってい
る。チームを率いるタヴァレス監督もフォーメーションを3バックに変更するなど、前
線の個人能力を生かした戦術を採っており、波に乗ったら手が付けられなくなる。山雅
としては積極的なハイプレスで自由を奪い、攻撃面での持ち味を消すことが重要になる。
あとは前節の反省を踏まえて、チャンスで決めきるだけの勝負強さを求めたい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

町田戦の結果は真摯に受け止め、発奮していきます
Q： 14日、今井智基選手の完全移籍での加入が発表され
ました。

「決して器用なタイプではありませんが、練習を見るかぎ
りではスピードや体の強さを感じました。SBをやってき
たようですが、山雅では基本的にCBとしての起用を考え
ています。本人にも『これから試合に出るためには相当な
努力が必要だ』と話しましたが、これからチームのために
頑張ってもらいたいですね」

Q： 上位対決となった前節・町田戦は悔しい結果となりま
した。

「町田さんは戦術的には分かりやすいチームなので驚きはありませんでしたが、それでも
対応するのは難しかった。最終的にはチャンスで決めるか決められないかという差が結
果に出ましたが、この結果を真摯に受け止めて、後に町田戦で負けたことが今季のター
ニングポイントになったと言えるよう、発奮して頑張りたいと思います」

Q：今日の対戦相手は、暫定4位の横浜FCです。どのような印象がありますか？
「後半戦に入ってから3-5-2のフォーメーションを採用しているのも、イバとレアンド
ロ・ドミンゲスの良さを生かそうという狙いからでしょう。その他にも野村直輝や戸島
章、瀬沼優司もおり、前線のタレントの質は群を抜いています。また今夏に田代真一を
獲得したのもチームの本気度の表れと言えるでしょうね。なかなか負けることのない、
しぶといチームだけに苦しい試合が予想されますが、勝ち点3を目指して頑張ります。
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
イバ 11

レアンドロ ドミンゲス 9
佐藤 謙介 5
野村 直輝 5
戸島 章 4

他 3名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 8
高崎 寛之 6
前田 大然 6
岩上 祐三 5
永井 龍 3

他 2名

vs FC町田ゼルビア
8月18日㈯19:00 アルウィン

松本山雅FC VS FC町田ゼルビア

0 0前半0
0後半1 1

反町　康治 監督 相馬　直樹
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 5 岩間　雄大 
MF 6 藤田　息吹 
MF 47 岩上　祐三 
MF 20 石原　崇兆 
MF 13 中美　慶哉 
MF 8 セルジーニョ 
FW 9 高崎　寛之 

STARTING MEMBER
GK 1 福井　光輝
DF 2 奥山　政幸
DF 35 大谷　尚輝
DF 5 深津　康太
DF 23 酒井　隆介
MF 8 平戸　太貴
MF 15 井上　裕大
MF 29 森村　昂太
MF 19 土居　柊太
FW 9 鈴木　孝司
FW 30 中島　裕希

GK 16 村山　智彦
DF 3 田中　隼磨
DF 18 當間　建文
DF 29 下川　陽太
MF 23 岡本　知剛
MF 32 安東　　輝
FW 19 山本　大貴

SUBSTITUTE

GK 21 髙原　寿康
DF 3 藤井　航大
MF 6 李　　漢宰
MF 7 杉森　考起
MF 10 土岐田洸平
MF 14 吉濱　遼平
FW 20 ドリアン バブンスキー

得点者 平戸（90＋5分）
中美→山本（87分）

交代
井上→土岐田（8分）
土居→吉濱（78分）
森村→ドリアン バブンスキー（90＋2分）

飯田（90＋4分） 警告 奥山（40分）

第29節

横浜ＦＣ選手一覧

＊＝ 2種登録

GK 18 南　　雄太 1979/09/30 185㎝/78㎏
21 山本　海人 1985/07/10 188㎝/81㎏
26 市川　暉記 1998/10/19 190㎝/86㎏
36 辻　　周吾 1997/07/21 187㎝/80㎏

＊ 41 大内　一生 2000/09/08 184㎝/79㎏
DF 2 藤井　悠太 1991/05/25 180㎝/75㎏

3 田所　　諒 1986/04/08 175㎝/72㎏
4 渡邉　将基 1986/12/02 181㎝/77㎏
5 田代　真一 1988/06/26 182㎝/72㎏
13 ペ スンジン 1987/11/03 182㎝/78㎏
14 北爪　健吾 1992/04/30 177㎝/73㎏
16 新井　純平 1994/11/12 172㎝/61㎏
20 カルフィン ヨン ア ピン 1986/07/18 183㎝/78㎏
22 永田　拓也 1990/09/08 169㎝/62㎏
33 川﨑　裕大 1992/08/20 175㎝/69㎏

MF 6 中里　崇宏 1990/03/29 174㎝/70㎏
7 野村　直輝 1991/04/17 168㎝/65㎏

MF 8 佐藤　謙介 1989/01/19 180㎝/66㎏
17 武田英二郎 1988/07/11 173㎝/71㎏
24 渡邊　一仁 1986/09/01 176㎝/72㎏
25 石井　圭太 1995/06/22 173㎝/66㎏
29 山本凌太郎 1998/12/07 172㎝/62㎏
35 松井　大輔 1981/05/11 175㎝/66㎏
40 レアンドロ ドミンゲス 1983/08/24 173㎝/70㎏

＊ 42 安永　玲央 2000/11/19 177㎝/72㎏
FW 9 戸島　　章 1991/10/04 191㎝/78㎏
10 イ　　　バ 1985/05/21 190㎝/88㎏
11 三浦　知良 1967/02/26 177㎝/72㎏
23 ブルーノ メネゲウ 1987/06/03 168㎝/70㎏
27 齋藤　功佑 1997/06/16 167㎝/55㎏
30 立花　歩夢 1995/11/04 178㎝/73㎏
39 瀬沼　優司 1990/09/01 185㎝/78㎏

＊ 43 斉藤　光毅 2001/08/10 170㎝/61㎏
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※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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STADIUM GUIDE
スタジアムガイド

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 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

コーヒーゼリーラテ
 ￥500
プランテーションティー
 ￥500
カツサンド ￥600

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

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 クレープくれよん 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～

チョコバナナクリーム
 ¥550
信玄餅のクレープ ¥600
生ハムヤサイのクレープ
 ¥600

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 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

本日限定メニュー紹介
肉のあづみ野屋
「神奈川県産牛」串焼き  ￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（エビチリコロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（横浜20）  ¥600



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）

 JA全農長野ブース開始
 （ファンパーク）

15:00  Let’s ホームタウンクイ
ズラリー開始／ホームタ
ウンPRブース開始／マイ
ナンバーカードブース開
始／Let’s 運試し! 「ホー
ムタウン豆ガンズくん缶
バッチ」＆「松本山雅FC
ボールストラップ」＆「ピ
カピカ松本山雅FCアヒ
ルキーホルダー」販売開
始（ファンパーク）

 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）

15:30 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）

16:00 一般開門 
 Let’s ラジオ体操！開始
 （ファンパーク）

16:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

16:55 ホームタウン代表者様
 ご挨拶（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  ホームタウン代表者様
キックインセレモニー
（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

JA全農長野イベント
●県産リンゴの新品種「シナノリップ」PR
松本山雅FCオフィシャルスポンサーのJA全農長野様
がブース出展いたします。この夏デビューの新品種リ
ンゴ「シナノリップ」を先着1,500名様に試食いただ
きます。果汁が多くみずみずしい夏りんご「シナノリッ
プ」の酸味と甘さをぜひご賞味ください。 
【実施場所】シャトルバス発着所付近
【実施時間】14:00～　※予定数量を配布次第終了となります。
●山雅牛乳ソフト販売
原料の半分に「松本山雅牛乳」を使い、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。ぜ
ひお買い求めください。
【販売場所場所】シャトルバス発着所付近
【販売時間】14:00～　【販売価格】400円

ホームタウンを「知ろう！」「食べよう！」「遊ぼう！」“Let’sホームタウン！”
ホームタウンの松本市・塩尻市・山形村・安曇野市・大町市・池田町・生坂村の皆様にご協力いただき、場内外にて様々なイベン
トを開催いたします。また、初企画！として、各ホームタウン市町村の旗をスタジアム北側に掲揚いたします。ホームタウンの力を
結集して闘いましょう！

Let’s 運試し! 「ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ」＆「松本山雅FC
ボールストラップ」＆「ピカピカ松本山雅FCアヒルキーホルダー」

●ホームタウンクイズ王になれるか!?Let’s ホームタウンクイズラリー
各ホームタウンブースにホームタウンにまつわるクイズが設置されていま
す。7つのホームタウンクイズと松本山雅FCクイズの計8つの問題に答え
ていただき、5問以上正解すると抽選会にご参加いただけます。
《抽選会景品》
・松本市賞…………松本山雅FC×松本市　反射タスキ
・塩尻市賞…………松本山雅FC×塩尻市コラボ クリアファイル
・山形村賞…………山形村産ブルーベリージャム
・安曇野市賞………リンゴジュース
・大町市賞…………おおまぴょんグッズ
・池田町賞…………スイーツ豆腐
・生坂村賞…………まめ太郎
・松本山雅FC賞 …選手サイン色紙
【実施場所】ファンパーク
 ホームタウンクイズラリーブース
【実施時間】15:00～17:30

●ホームタウンPR　【実施場所】ファンパーク　【実施時間】15:00～17:30
《松本市ブース》
①“健康PR”
“健康増進クイズ”を回答い
ただいた先着1400名の方に「健康
寿命延伸都市・松本」×「松本山雅FC」
反射タスキを配布いたします。
②交通安全体験車「チャレンジ号」が来場！
自転車シミュレーターを体験して、自転車に
乗るときの交通安全チェックをしよう！
③信州花フェスタPR
信州花フェスタの開催を記念し、オリジナル
缶バッチ製作を先着300名対象に実施いたし
ます。また、“アルプちゃん”がブースを盛り上
げにきてくれます。

《安曇野市ブース》
①東京2020オリンピック・パラリンピック ホストタウンPR
ピロポロというミニ
ゲームにご参加いた
だいた先着500名に
リンツァー（オースト
リアのお菓子）をプ
レゼント！
②特産品販売
安曇野市内の障が
い者福祉施設の方
がクッキーや焼き菓
子、 小物等を販売
いたします。お買い
上げいただいた先着
130名には、お楽し
み抽選会にご参加い
ただけます。農産物応援キャラクター“みずん”が
ブースを盛り上げにくるよ！

《大町市ブース》
大町の水を先着300名様にプレゼントいたします。
また、りんごジュースの試飲を実施いたします。
スカイクロスゲーム（輪投げ）にご参加いただい
た方には、おおまぴょんグッズの抽選会にご参加
いただけます。“おおまぴょん”がブースを盛り上
げにくるよ！

《塩尻市ブース》
塩尻市産ワインやブドウジュースの無料試飲を実施。
また、塩尻市ブランド観光課facebookにいいね！いた
だいた先着250名様（高校生以上）に「松本山雅FC×
塩尻市コラボ クリアファイル」をプレゼントいたします。
《山形村ブース》
ゲームに挑戦す
ると、スカイラ
ンドきよみず宿
泊券や道祖神そ
ば祭り食事券、
山形村の特産品があたる抽選会を先着800名を対象に実施い
たします。ご参加いただいた方には、缶マグネットをプレゼン
トいたします。山形村イメージキャラクターの“やまっち”がブー
スを盛り上げにくるよ！
《池田町ブース》
①観光PR　池田町の地酒樽酒を先着200名へのふるまいを実施。
②特産品販売　池田町の特産ハーブ製品の販売を行います。是
非特産ハーブをご賞味ください。
・ハーブスパイスかけ放題ソーセージ   1本250円
・ノンアルコールハーブカクテル   1杯400円
・桜仙峡あずき桑アイス葛餅   1本200円

《生坂村ブース》
①観光PR
野沢菜のおまんじゅうがあた
るくじ引きを1,300名様に実
施。また、生坂村オリジナ
ルうちわや観光パンフレット
を配布いたします。さらに、車
椅子パラグライダー専用車椅子
の展示やPR動画の放映を行い
ます。“カラットリン”がブース
を盛り上げにくるよ！
②特産品販売
特産品の販売を実施いたします。
・まめ太郎（みそ/しそ/ピリ辛）   270円
・いくさかさん家の梅（小）   490円
・竹の子すしの素   500円
・竹っ子混ぜ込まんま（昆布/ピリ辛）   450円

●ホームタウン合同
　マイナンバーカード
　取得促進ＰＲ
コンビニエンスストア
で各種証明書の取得
ができるマイナンバー
カードの取得促進PR
を実施いたします。
【実施場所】
マイナンバーカードブース
【実施時間】15:00～17:30
※啓発物品はなくなり次第終了となります。
●ホームタウン代表者様ご挨拶・キックインセレモニー
【実施時間】ご挨拶 16:55～／
 キックインセレモニー 18:00頃

【販売時間】15:00～17:30
【販売価格】ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ   300円（税込）

松本山雅FCボールストラップ   200円（税込）
ピカピカ松本山雅FCアヒルキーホルダー   400円（税込）

【販売数量】ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ   約2,800個



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/

N35.4898642, E140.0436905 （千葉県市原市 姉崎公園サッカー場）
　ジェフユナイテッド市原辰巳台ジュニアユースでプレー
していた中学時代の練習場です。小学校までは来たボー
ルを止める、ゴールキックを蹴るというだけだったけど、こ
こで初めてＧＫコーチという存在と出会ったことでガラリと
変わりました。セービングする角度や手を出す方向、キャッ
チの仕方などの専門的な技術やＧＫとしてどうあるべきな
のか…などを本格的に学べて、ここがなければ今の僕はな
いと思います。新鮮さがあったし学ぶ意欲が強かった時期
でもあったので、練習に行くのもすごく楽しみでした。それ
は今でも同じですけど（笑）。
　フィールドプレーヤーは別の場所で練習するので、ここ
を使えるのはＧＫだけという「特別感」もありました。当時か
ら好きだったジェフのプロ選手と同じ練習場でできる…と
いうのもシンプルな喜びでしたね。今の山雅に当てはめれ
ば、かりがねで中学生が練習するのと同じ感じなのかなと
思います。ここは人工芝と天然芝なので、芝生でやれるの

もうれしかったです。
　あとは、このグラウンドの「愛称募集」で僕の考えた案が
採用されたんです。僕と確かもう１人くらいが「フットパーク
姉崎」という名前で応募して、それが採用されました。市役
所に行って表彰されたり記念品をもらったりしたような気
がするけど…正直そこまでは覚えていません（笑）。でも、
僕にとってはその意味でも縁深い場所です。

村山智彦の
座標

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。

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
＊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。

松本山雅FC提供景品
●選手サイン入りボール   1名様

ホームタウンデー特別ご提供景品
●松本市様ご提供
　OMFオフィシャル・グッズ   10名様
　松本産すいか   10名様
　松本産梨   10名様
　松本産ぶどう   10名様
　ミソラサンド   10名様
＊日本酒セット   15名様
＊ワインセット   15名様
●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
　漆塗りワイングラス2客組   5名様
　あやみどり豆製品セット   3名様
　2016・2017・2018ホームタウンデー特別松本山雅FC×塩尻市ノベルティセット   5名様
●山形村様ご提供
　山形村特産長いも   10名様
●安曇野市様ご提供
　リンツァー5号サイズ（オーストリアのお菓子）   3名様
　安曇野産たまねぎ使用オニオンスープ（10袋入）   3名様
　安曇野そばセット（2人前×6袋+わさび芋1本）   3名様
　信州・安曇野ビーフときのこのカリー（6個入り）   3名様
　名水グラス（1個）   3名様
●大町市様ご提供
　黒部ダムトロリーバス往復チケット引換券   5名様
　黒部ダムカレー   3名様
＊日本酒おおまぴょん三蔵飲み比べセット   3名様
　大町市産こしひかり2018新米5kg   3名様
●池田町様ご提供
＊池田町産 地酒アルプス吟醸   1名様
＊池田町産 地酒吟燗   1名様
＊池田町産 地酒蔵酒   1名様
＊池田町産 地酒上撰   1名様
＊池田町産 ルルベル・シードル   1名様
＊池田町産 梅酒   1名様
＊池田町産 地酒純米吟醸   1名様
＊池田町産 地酒セット   3名様
●生坂村様ご提供
　シャインマスカット   5名様
　巨峰ジュース   5名様
　村営やまなみ荘ご宿泊割引券   5名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　「シナノリップ」5kg入り   2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

　MATSUMOTO YAMAGA×STARTER BLACK LABEL
　コラボレーションキャップ 各5,000円（税込）
【サイズ】フリー　【素材】綿100%
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。予めご了承ください。

リボンマグネット（2018）
 1,800円（税込）
【サイズ】約H200×W100mm
【素 材】マグネットシート

トートバッグ（ホームタウン豆ガンズくん）
 1,500円（税込）
【サイズ】48cm×40cm×15cm（持ち手2.5cm×60cm）
【素 材】綿

豆皿 各500円（税込）
【種 類】松本市、塩尻市、山形村、
 安曇野市、大町市、池田町、生坂村
【サイズ】直径約9cm　【素材】陶器
※オフィシャルショップ全店で取り扱いは
　ございません。予めご了承ください。
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高崎選手
プロデュースver.

STARTER BLACK LABEL
プロデュースver.

NEW

一般販売
開始!!



SUPPORTERS

2018年8月24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 27
ANDERS APLIN

アンダース アプリン
1991/06/21
180cm/75kg
ゲイランインターナショナルFC

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

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 5
Yudai IWAMA

岩間 雄大
1986/02/21
178cm/69kg
V・ファーレン長崎

MF 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg
愛媛 FC

MF 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 8
SERGINHO

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

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 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
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 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

※ 8/24 時点登録選手

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

DF 50
Tomoki IMAI

今井 智基
1990/11/29
178cm/78kg
柏レイソル
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