
44

MDP 9.15 13:00 KICK OFF!第33節
VS レノファ山口ＦＣSA

T2018 OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM  Vol.16

自分のプレーでサポ
ーターの皆さんに歓

声を

Q：2018シーズンも
、残すところ10試合

となりました。

「毎シーズン難しい
ものですけど、チーム

としては最も充実感
を持って戦えていま

す。山あり谷ありです
けど、やるべきことは

ブレないし、勢いも
あります。クオリティ

ーも上がっていて、
補強もそうですけど

若手選手が伸びてい
ることでチーム内競

争も激しくなっていま
す」

Q：競争が熱を帯び
るなか、個人的に心

掛けていることは？

「僕が試合に使われ
るための可能性を考

えると、やはり高さの
部分ですよね。先日

のアウェイ水戸戦で
は長身のブラジル人

選手が2人いたので
、そういうところで負

けないことが、自分が
出続けるために必要

なことだと認識して
います」

Q：リーグ終盤を前に
、チームとして求めて

いきたい部分は何で
しょうか？

「自分たちが今やって
いることを信じてやり続

けられるかどうか、だと
思います。あとはJ1昇

格とかJ2優勝とかを考
えるのであれば得点力

が必要になるので、怪
我人も多いなかで自分

たちがジネイ選手をチ
ームにどれだけ早くフィ

ットさせられるか。僕ら
が彼の持ち味を分かっ

て

あげれば、ヒロとは違う
良さを出してくれると思

うので。あと山本選手に
も期待しています」

Q：今日は飯田選手
の33歳に誕生日にな

ります。公式戦に誕
生日を迎えることは

意識しますか？
「プロになってから

初めての経験ですが
……正直、意識はし

ていません。やはり試

合に勝つことが一番
大事なことですし、

自分のプレーでサポ
ーターの皆さんに歓

声を起こしたいと思
います。ただSC相模

原に行っている森本
（大貴）と同じ誕生

日ということで、彼に
は頑張ってほしいで

すね（笑）」

Q：今日の対戦相手
はレノファ山口FCに

なります。

「勝負強くて、試合終
盤に得点を決めてくる

イメージが強いです。
自分たちとしては最

後の時間帯に守り切
れるかが重要になる

でしょうね。あと土肥（
洋一）GKコーチから

藤嶋（栄介）が指導を
受けていますが、土肥

さんには本当にお世
話になりました。大卒

新人だった当時の自
分に色々なことを教

えてくれて、あの指導
がなければ今の自分

はありません。すごく
感謝していますし、ア

ルウィンで会えるのが
楽しみです」

Q：もちろん飯田選手
としては成長した姿

を見せたいところです
が？

「もしかしたら怒られ
るかもしれませんね

。

……これは書いてお
いてください（笑）」

この山口戦の行われ
る9月15日が、33歳の

誕生日となる飯田真
輝選手。

山雅で9シーズン目と
なるチーム最古参は

、今季も最終ラインの
一角として堅守を担

って

きました。残りのリー
グ戦も攻守でフル回

転が期待されます。

DF 

飯田真輝

 

 

 

Masaki IIDA

明治安田生命ベストス
タイルマッチ
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タイルマッチ



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：維新みらいふスタジアム
●活動区域／ホームタウン：山口市・下関市・山陽小野田市・宇部市・防府市・周南市・美祢市・萩市・下松
市・岩国市・光市・長門市・柳井市・周防大島町・和木町・上関町・田布施町・平生町・阿武町【山口県全県】

●クラブマスコット：愛称「レノ丸」
●Jリーグ加盟年：2015年　●社長名：河村　孝　●監督名：霜田　正浩

第33節 レノファ山口ＦＣ

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 FC町田ゼルビア 60 ＋17
2 松本山雅FC 60 ＋15
3 横浜FC 56 ＋13
4 東京ヴェルディ 55 ＋13
5 大分トリニータ 54 ＋15
6 アビスパ福岡 53 ＋13
7 大宮アルディージャ 51 ＋14
8 徳島ヴォルティス 50 ＋14
9 ファジアーノ岡山 47 ＋2
10 モンテディオ山形 47 ＋1
11 水戸ホーリーホック 44 ＋3
12 レノファ山口FC 44 －4
13 ジェフユナイテッド千葉 41 －2
14 栃木SC 41 －7
15 ツエーゲン金沢 40 ＋0
16 ヴァンフォーレ甲府 38 ＋6
17 愛媛FC 36 －14
18 アルビレックス新潟 33 －13
19 FC岐阜 32 －14
20 京都サンガF.C. 27 －18
21 ロアッソ熊本 26 －22
22 カマタマーレ讃岐 25 －32

2018/9/12
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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

 第38節  10月21日㈰
14：00 FC岐阜
 アルウィン

 第39節  10月28日㈰
14：00 大分トリニータ
 大分銀行ドーム

 第40節  11月4日㈰
14：00 東京ヴェルディ
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats

松本山雅FCVSVSVSVSレノファ山口FC
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※スタッツは第 32節終了時点のものです。

攻撃力は健在の山口に、『山雅らしさ』で対抗しよう！
前節・福岡戦は、最後まで目の離せない好ゲームとなった。福岡の攻撃陣に攻め込まれ
る場面こそあったものの、チームとしての守備意識の高さを終盤まで失わない山雅。そ
してスコアレスのままで迎えた90＋1分に、途中出場のジネイが値千金の決勝点を挙げ
た。昇格争いのライバルに無失点の勝利。悔しい試合の続いていた山雅にとって価値あ
る白星となった。ここからのホーム2連戦で、リーグ終盤を前に弾みをつけたいところだ。
今日の対戦相手は、現在リーグ12位のレノファ山口FCだ。最後まで苦しんだ昨季の反
省を踏まえて、今季は体制を一新。霜田正浩監督のもとで再スタートを切った。序盤か
ら持ち味の攻撃サッカーが機能し、前半戦では自動昇格圏内をキープする健闘ぶりだっ
たが、後半戦は、今季10ゴールを挙げた小野瀬康介のシーズン途中での移籍もあって5
敗5引き分けと未勝利が続く。一方で今夏には高井和馬やジュリーニョ、ワシントンな
どの実力派を獲得するなど決してチーム力は落ちていない。
これまでの山口との過去の対戦成績は、5試合で1勝1敗3分けとイーブンの結果となっ
ている。後半アディショナルタイムに2点差を追いつかれた前回対戦時（第6節）のよう
に、試合終了間際になって劇的な展開を見せる試合が多い。ここまで18得点を挙げてい
るオナイウ阿道など力のあるアタッカーがいるだけに、オープンな展開になっては山雅
としては分が悪い。そうさせないことが勝利のためには重要となる。

監督インタビュー 監督　反町 康治

良い緊張感のもと、競争も激しくなっています
Q： 8月31日、鹿島や湘南でプレー経験のあるFWジネイ
選手の獲得が発表されました。

「前線に怪我人が相次いでいることもあり、獲得に踏み切
りました。メディカルチェックでは心配された膝にも問題
はなく、トレーニングマッチでのパフォーマンスも悪くあ
りませんでした。実際にコンディションは100％とは言え
ませんが、思った以上に守備意識や走力も高いです。まだ
まだ未知数なところもありますが、ますますチームの力に
なってほしいですね」

Q： 第30節から32節まで2敗1分けと悔しい結果に終わりましたが、どうチームを修正
しますか？

「町田、横浜FCにホームで勝てなかったことは残念でしたが、自分たちの戦いを整理し
なおし、良い緊張感のもとで選手間競争も激しくなっています。水戸戦での勝ち点1を
ポジティブに捉えて、次へのステップにしていきたいと思います」

Q：今日の対戦相手はレノファ山口FCです。どのような印象がありますか？
「非常に戦術が洗練されていて、やるべきことがハッキリしているチームです。一方で選
手の良さが生きるように適材適所で起用しており、この夏には小野瀬康介が移籍したも
のの代わりとなる新戦力の獲得にも成功している印象ですね。これまでの対戦ではオー
プンな展開になることが多く、最後の時間帯で試合が動くなど苦労する傾向が見られま
す。とはいえ久々のデーゲームですし、テレビ中継もある注目の試合。勝利を目指して
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
オナイウ 阿道 18
小野瀬 康介 10
高木 大輔 5
岸田 和人 3
山下 敬大 3

他 5名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 9
高崎 寛之 6
前田 大然 6
岩上 祐三 5
永井 龍 3

他 2名

連敗脱出のた
め、前節から
先発選手2名
を入れ替え。
さらに新戦力
のジネイと今
井をベンチに
入れるなどリ
フレッシュし
た山雅だった
が、23分 に
CKからのク
リアボールを木村祐志に叩き込まれ、水戸に先制を
許してしまう。後半も同様に苦しい展開となったが、
59分にルーズボールを田中が右足シュート。これ
がゴールネットを揺らし、価値ある同点弾。その後
はジネイの投入などで最後まで勝利を目指したもの
の一歩及ばず、同点で試合終了。

vs 水戸ホーリーホック

9月1日㈯18:00 ケーズデンキスタジアム水戸

水戸ホーリーホック VS 松本山雅FC

1 1前半0
0後半1 1

田中の価値ある同点ゴールで、
水戸から勝ち点1を得る

第31節

遠く離れた福
岡まで、 約
400名の山雅
サポーターが
応援に駆けつ
けた。その声
援に押された
山雅は集中を
切らさない粘
り強い守備
で、強力なア
タッカーの揃
う福岡に対抗する。しかし攻撃面ではチャンスを生
かしきれず、0－0のまま終盤へ。スコアレスドロ
ーも予感された後半アディショナルタイム、岩上か
らのロングキックに反応したジネイがヘディングシ
ュート。これが福岡ゴールを揺らし、値千金の決勝
点。4試合ぶりの白星を手にした。

vs アビスパ福岡

9月8日㈯ 18:00 レベルファイブスタジアム

試合終了間際、新戦力のジネイが
値千金の決勝点！

第32節

レノファ山口ＦＣ選手一覧

※ 2018 JFA・J リーグ特別指定選手
＊＝ 2種登録

アビスパ福岡 VS 松本山雅FC

0 0前半0
0後半1 1

GK 1 村上　昌謙 1992/08/07 185㎝/85㎏
17 吉満　大介 1993/02/21 187㎝/85㎏
33 山田　元気 1994/12/16 187㎝/77㎏

＊42 岡本　大知 2000/12/18 184㎝/77㎏
44 藤嶋　栄介 1992/01/31 185㎝/82㎏

DF 2 坪井　慶介 1979/09/16 179㎝/70㎏
3 渡辺　広大 1986/12/04 180㎝/77㎏
4 福元　洋平 1987/04/12 184㎝/80㎏
6 前　　貴之 1993/09/16 172㎝/62㎏
13 楠本　卓海 1995/12/10 182㎝/76㎏
16 瀬川　和樹 1990/04/25 178㎝/68㎏
21 廣木　雄磨 1992/07/23 168㎝/68㎏
26 ヘ　ナ　ン 1996/07/28 183㎝/75㎏

※43 起　　海斗 2000/11/14 175㎝/68㎏
MF 5 佐藤健太郎 1984/08/14 177㎝/70㎏

7 大﨑　淳矢 1991/04/02 168㎝/68㎏
8 ジュリーニョ 1986/08/05 184㎝/78㎏

10 池上　丈二 1994/11/06 165㎝/60㎏
11 鳥養　祐矢 1988/05/11 172㎝/62㎏
14 髙柳　一誠 1986/09/14 174㎝/68㎏
20 清永　丈瑠 1994/10/24 176㎝/73㎏
28 髙橋　壱晟 1998/04/20 180㎝/71㎏
29 三幸　秀稔 1993/05/23 172㎝/65㎏
32 丸岡　　満 1996/01/06 173㎝/64㎏
35 ワシントン 1986/11/16 182㎝/84㎏

＊40 糸井　　岬 2000/04/03 169㎝/63㎏
41 廣田　隆治 1993/07/16 173㎝/64㎏
50 高井　和馬 1994/08/05 178㎝/75㎏

FW 9 岸田　和人 1990/04/03 181㎝/71㎏
18 高木　大輔 1995/10/14 170㎝/64㎏
19 オナイウ 阿道 1995/11/08 180㎝/74㎏
24 山下　敬大 1996/03/13 184㎝/80㎏
27 大石　治寿 1989/09/25 177㎝/75㎏
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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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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 Soraya 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

豆乳こんにゃく麺
 ￥350
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

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

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 クレープくれよん 10 トラットリア・ジラソーレ 11 グラン・シャリオ・コンパニー 12 とり吉。 13 王滝 14 韓国食堂 HANA 15 ホテルブエナビスタ・モスバーガー 16 やきそばよっちゃん

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

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

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

17 sonnen blume Grill House 18 肉のあづみ野屋 19 ソースかつ丼明治亭 20 凌駕 movin'on 21 ほし☆スタ 22 IRORI EXPRESS 23 メッシ デ メッシ 24 DONER KEBAB

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

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

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

25 駅そばイイダヤ軒 26 カフェカーボ 27 第一会舘 28 わが家のごはん 29 Dolce ViVi 30 安曇野小町

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

喫茶山雅
藤田選手の夏バテ知らず！スタミナポークソテー丼  ¥600
ビタミンたっぷり♪さわやかグレフルゼリー＆ドリンク  ¥500
肉のあづみ野屋
「山口県産黒毛和牛 阿知須牛」の
串焼き  ￥800

バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（フグめしコロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（長州りっきー）  ¥600

グラン・シャリオ コンパニー
山口県の「山賊焼」（いろり山賊焼風）   ¥500

本日限定メニュー紹介



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）

10:00  手話体験ブース開始（場
外サウスゾーン）Let’s ア
ルウィン企画「祝・敬老
の日　ワンコイン観戦」
チケット販売開始（スタ
ジアム場外当日券売場横
「敬老デー」窓口）

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）

  健康測定イベント開始（1
ゲート付近）

 特別抽選会当選番号掲示
  （明治安田生命ブース①

受付・4ゲート付近）
  平成30年7月豪雨災害義

援金募金開始（1・4ゲー
ト付近）

11:00 一般開門

11:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

11:53頃  Let’sおじいちゃん、おばあ
ちゃんいつもありがとう！
メッセージ（北側ゴール裏
ピッチ上LED看板広告）

11:55～  長野県手話言語条例啓
発CM／手話deチャン
ト！～信州松本Football
編～（ピッチ）

12:05～  明治安田生命保険相互会社
 松本支社長 谷口 努様
 ご挨拶（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頃 明治安田生命保険相互会社
 松本支社長 谷口　努 様
 キックインセレモニー
  岩上祐三選手「J2通算

100試合出場達成｣ 記念
セレモニー（ピッチ）

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

長野県×松本山雅FC「誰もが手話に、親しみを」手話言語条例啓発活動
“手話deチャント！～信州松本Football編～”

9.239.23 VS

@アルウィン@アルウィン14：00 KICK OFF14：00 KICK OFF
SUNSUN次回ホームゲーム ロアッソ熊本ロアッソ熊本

おいしさのサポーター JA全農長野デーおいしさのサポーター JA全農長野デー信州の秋 実りの秋 山雅の秋信州の秋 実りの秋 山雅の秋

オフィシャルスポンサーの明治安田生命保険相互会社　松本支社様のご協力により、レノファ山口FC戦
を『明治安田生命ベストスタイルマッチ』として、開催いたします。

●健康をチェック！健康測定イベント
血管年齢測定器を用いての
血管年齢測定や握力測定、
ストレスチェック測定をして
健康をチェックしよう！順次
自由にそれぞれのコーナー
を回ってみてください！
【実施場所】明治安田生命
ブース①、②（1ゲート付近）
【実施時間】10:30～13:00
※ブース周辺が混雑した場合には受付を制限させていた
だく可能性がございます。あらかじめご了承ください。

●明治安田生命チラシをチェック！特別抽選会
選手サイン入りTシャツ等が当たる！特別抽選会を
実施いたします。市民タイムススタジアムバックに
2,000名様限定で明治安田生命チラシが封入されて
おり、チラシに印字されている番号が抽選番号にな
ります。是非チェックしてみてください。
【当選者発表方法/発表時間】明治安田生命ブース①
（受付）と4ゲート付近にて掲示/10:30～
【当選者受付/受付時間】明治安田生命ブース①（受
付）/試合終了30分後まで
※賞品は後日明治安田生命アドバイザーがお届けいたします。

●平成30年7月豪雨災害義援金募金
平成30年7月豪雨災害により、お亡くなりになられ
た方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された
方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。今回の
災害で被災された皆さまを支援するため、被害を
受けられた被災者を支援することを目的とした義援
金の募金活動を実施いたします。集まった義援金
は日本赤十字社を通じて被災者にお届けいただき
ます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
【実施場所・時間】1・4ゲート付近/10:30～12:30

●明治安田生命マスコット うさりん、ライト！くん来場
先行入場時
のお出迎え
等を実施い
たしますの
で、是非この
機会に記念
撮影などを
お楽しみく
ださい。

松本山雅FCは長野県と連携し、長野県手話言語条例の趣旨に則り「手話は人と人
をつなぐ絆」をテーマに、手話の啓発活動を実施しております。
●手話で話してみよう！手話体験ブース
長野県障がい者支援課の方々が、簡単な手話を体験できる“手話で話してみよう”
手話体験ブースを実施いたします。「信州松本Football」の手話も紹介しますので、
手話deチャント！にも挑戦してみてください。
手話に興味はあるけれども実際に体験したことがないという方や少しでも覚えてみ
たいという方など、ぜひお立ち寄りください。手話を体験いただいた方には、先着
300名様に長野県PRキャラクター「アルクマ」のシールをプレゼントいたします。
【実施場所】手話体験ブース（場外サウスゾーン）　【実施時間】10:00～13:00

●長野県×松本山雅FC　長野県手話言語条例啓発CM“手話deチャント！～信州松本Football編～”
選手出演のもと長野県手話言語条例啓発CM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。CM放映後、「信州松本Football」の中に出てくる「行け 山雅」と「One 
Soul」の手話を当日ご来場の手話応援団の皆様にご紹介いただきます。スタンドにいらっしゃるみ
なさん!是非一緒にやってみましょう！ 【実施場所】ピッチ　【実施時間】11:55～12:03

「いけ」

こぶしを上にあげる 山の形を手で
つくります

エンブレムの前から
右へ動かします

胸（エンブレム）の周りを
1周する（まるをかく） ワンソウルポーズ

「やま」 「が」 「ワンソウル」
（心を）

「ワンソウル」
（1つに）



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/

石原崇兆の
座標

N34.6168358, E133.9951828 （岡山市 政田サッカー場）
　高卒からファジアーノ岡山でプロになった１年目は、
決まったグラウンドがなくていろんな場所を転々として
いました。芝生と呼べるのか微妙な場所だったり人工
芝だったり、ロッカールームもシャワーもないし、ユニ
フォームも自分で洗う環境。高卒１年目だからボールに
空気を入れたりゴールを運んだり、グラウンドに早く来
て雑務もやっていましたね。
　政田サッカー場ができたのはプロ２年目の途中。グ
ラウンドが２面あって事務所もあって、飛躍的に恵まれ
た環境になりました。ユニフォームの洗濯もしてくれる
ようになって「めっちゃ楽！」ってうれしかったけど、１年目
の厳しい環境を知っていたからありがたみが身に染み
ました。今思うと「プロだから何でもやってもらって当た
り前」と天狗にならずに済んだのは、その経験があるか
らこそ。山雅もクラブハウスができて、サッカーに集中
できる環境になりましたが、あの頃の気持ちを忘れて

はいけないと思っています。
　岡山では１年目から試合に出させてもらい、成長でき
ました。ちなみに岡山から見ても、当時から山雅は「ライ
バル」のようなイメージがある相手。初めての移籍で山
雅に来たらこっちはこっちで「岡山には負けたくない」
という気持ちが伝わってくるので、お互いにそういう意
識が無意識のうちにあるのかもしれません（笑）。

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

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「豆腐製品」詰め合わせセット   2名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　エーコープ野菜と食べる醤油らーめん（2人前×6袋入り）   12名様
　エネゴリくんタンブラー 20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。

NEW

NEW

【サイズ】約300×800mm
【素　材】ポリエステル100%
【展　開】監督、No3、No7、No9、
 No20、No47
※ オンラインショップ、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
らかめご了承ください。

フェイスタオル 各1,800円（税込）

松本山雅FC
ボールストラップ
 200円（税込）
【ボール部分 サイズ・素材】
ボール本体直径15mm・PVC
【エンブレムパーツ部素材】PVC
※ 選手は、2018年7月22日時点
の登録選手で作成しております。

ピカピカ松本山雅FC
アヒルキーホルダー
 400円（税込）
【サイズ】59×43×H45mm
※ 選手は、2018年6月30日時点
の登録選手で作成しております。

ホームタウン
豆ガンズくん缶バッチ
 300円（税込）
【サイズ】直径55mm

　木曽塗お箸
 1,800円（税込）
木曽の漆器職人が5回拭き漆と呼ば
れる技法で漆を摺り込んだ上に、一つ
一つ手塗りで緑色に塗装をしました。
【サイズ】全長約225mm
【素 材】天然木
【注意事項】
食洗機、電子レンジは使用不可です。
浸け置き洗いは漆に悪影響を及ぼし
やすいので出来るだけお避け下さい。
※ 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。

ぐい飲み 1,100円（税込）
木曽の職人が全て手仕事で作ったぐい呑。ひのきの香り
を楽しみながら日本酒を召し上がって下さい。
【サイズ】高さ約35mm、外φ58mm　【容量】約36ml
【注意点】食洗機、電子レンジは使用不可です。
ひのきの香りを楽しむために無塗装で仕上げています。
匂いや色移りの可能性がございますのでご注意下さい。
※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

再入荷　MATSUMOTO YAMAGA×STARTER BLACK LABEL
コラボレーションキャップ 5,000円（税込）

再入荷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

“松本山雅FCボールストラップ”と“ホームタ
ウン豆ガンズくん缶バッチ”、“ピカピカ松本
山雅FCアヒルキーホルダー”の販売をくじ形
式にて販売を行います。 全商品スタジアム全
グッズ販売所にて取扱いいたします。
※ オンラインショップ、オフィシャルショップ（喫
茶山雅では一部取扱いあり）での取り扱いは
ございません。

高崎選手プロデュースver.

【サイズ】フリー
【素 材】綿100%　
【カラー】インディゴ
※ 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。

Let's 運試しグッズ



SUPPORTERS

2018年9月14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

FW 49
DINEI

ジネイ
1983/11/11
186cm/75kg
ヴァンフォーレ甲府

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

※ 9/14 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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