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GOAL KEEPER

DEFENDER

MID FIELDER

FORWARD

MANAGER

SUPPORTERS

Yuki OKUBO

大久保 裕樹
1984/04/17
177㎝/76㎏

2DF
Tomoya INUKAI

犬飼 智也

13

1993/05/12
180㎝/72㎏

DF

Nobuyuki SHINA

椎名 伸志

34

1991/10/15
166㎝/60㎏

MF
Tatsuya　WADA

和田 達也

38

1994/06/21
164㎝/58㎏

MF

Hayuma TANAKA

田中 隼磨

3

1982/07/31
174㎝/64㎏

DF

Yuki KITAI

北井 佑季

7

1990/01/27
169㎝/62㎏

FW
SABIA

サ ビ ア

9

1982/11/02
175㎝/74㎏

FW

Yudai IWAMA

岩間  雄大

15

1986/02/21
178㎝/69㎏

MF

SUPPORTERSSUPPORTERS1212

Takayuki FUNAYAMA

船山  貴之

10

1987/05/06
170㎝/69㎏

FW

Kengo NAGAI

永井  堅梧

31

1994/11/06
183㎝/70㎏

GK
Masaki IIDA

飯田  真輝
1985/09/15
187㎝/82㎏

4DF

Yasuharu SORIMACHI

反町  康治
1964/03/08

MANAGER
Yosuke NOZAWA

野澤  洋輔

1

1979/11/09
181㎝/75㎏

GK
Tomohiko MURAYAMA

村山 智彦

21

1987/08/22
184㎝/78㎏

GK
Yuto SHIRAI

白井  裕人

25

1988/06/19
184㎝/78㎏

GK

Mutsumi TAMABAYASHI

玉林  睦実

14

1984/10/12
178㎝/73㎏

DF

16DF
Hiroshi TETSUTO

鐡戸  裕史
1982/09/28
168㎝/68㎏

23DF
Atsuto TATARA

多々良  敦斗
1987/06/23
180㎝/76㎏

Kohei KIYAMA

喜山  康平

11

1988/02/22
179㎝/74㎏

MF

Hayato MICHIUE

道上 隼人
1991/06/17
169㎝/61㎏

MF26
Ryutaro IIO

飯尾 竜太朗
1991/01/30
174㎝/69㎏

MF27

28DF
Kazuya IIO

飯尾  和也
1980/04/10
177㎝/71㎏

Shunsuke IWANUMA

岩沼 俊介

6

1988/06/02
175㎝/65㎏

MF 8MF
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170㎝/69㎏

17MF
YOON Sung Yeul

ユン ソンヨル
1987/12/22
181㎝/72㎏

Yuki NATSUME

18

1988/11/18
184㎝/76㎏

FW
Shogo SHIOZAWA

塩沢 勝吾

19

1982/09/09
182㎝/75㎏

FW

棗　 佑喜

LEE Jun Hyeob

イ ジュンヒョブ

22

1989/03/30
180㎝/70㎏　

FW
Daiki YAGISHITA

柳下 大樹

41

1995/08/09
180㎝/70㎏

FW

Hiroki YAMAMOTO

山本 大貴

20

1991/11/15
178㎝/70㎏

FW

2014松本山雅FC選手紹介

松本日産自動車㈱、GE富士電機メーター㈱、富士電機エフテック㈱ 松本事業所、㈱大和、松田・南信㈱、中信特殊鋼㈱、㈱フロンティア・スピリット、塩原医院、上條鋼材㈱、㈱マインドスキル、㈱信越報知、松本日光 放光寺、㈱スペースウェアハウス、㈱塩尻電気工業、㈱タイヨー、信濃毎日新聞松本専売所、㈱IHIシバウラ、
豊科病院、㈱サーキットデザイン、㈱長栄ガスサービス、㈱シーティーエス、㈱石原工務店、ロジテックINAソリューションズ㈱、㈱エス・アイ・シー、㈱田中機器製作所、㈱ヒューテック、三陽商事㈲、富士電機パワーセミコンダクタ㈱、㈲イー・オフィス、㈱豊島屋、積水ハウス㈱松本支店、ブリヂストンタイヤ長野販売㈱、
松本歯科医師会山雅部、松本臨空工業団地、㈱ブイ・エス・ピー、㈱コーヨーテクノス、㈱メエップ、ネットアストーヨー住器㈱、㈱竹原重建、㈱マグナ、宮澤整形外科医院、ベルシャイン駒ケ根店 専門店街、㈱マイパール長野、岡野薬品㈱、Green Jacket、医療法人青樹会 一之瀬脳神経外科病院、菱洋エレクトロ㈱、アヴァシス㈱、
エイコー測器㈱、のりくら観光協会、スペインバル モナチューロス、㈱タクト・マシン・サービス、中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱、㈱ウィルウェイズ、富士オフィス＆ライフサービス㈱、㈱ランスモア、㈲松本中信防災、梓川 金井歯科医院、㈱コトブキパック、㈱アメック、㈲宮崎製作所、㈲アドバンスワーク、
㈱松本平タウン情報、㈱ホンダカーズ松本東、アルプス運輸建設㈱、エス・イー・エル㈱、㈲工房すわ、北陸コカ・コーラボトリング㈱松本支店、㈲中信美掃、松本商工会議所、松本市農業協同組合、㈱有賀電気工事、松本土建㈱、㈱リアライズ、（一社）長野県宅地建物取引業協会 中信支部、司法書士古川綜合事務所、
JA信州うえだ、㈲百瀬商店、㈱湘英、㈱上條電設工業、藤原印刷㈱、㈱エム ティー ドライブ、飯塚肇税理士事務所、まちの歯医者さんグループ、㈱松本マツダオート、沢田歯科医院、カタクラモール、㈱丸山タイヤ、ジンギス・ホルモン かとちゃん、スポカフェガレージ、（一社）松本法人会、㈱東洋レーベル、稲村印章、
レアルスポーツ、大和証券㈱ 松本支店、CD・DVDのライオン堂、㈱佐藤ボデー製作所、NTTタウンページ㈱、㈱ニシマ カラー雑貨アルネ、㈱プラルト、㈲サンピヨ薬局、穂高新聞販売㈱、㈲白倉精機製作所、日本料理 ゆざわ、セルファ長野㈱、JA 木曽農業協同組合、味ごころ やっちゃん、㈱サン工機、
㈱長野フィナンシャルホールディングス、キッズスクールまんてんスマイル、ホテルニューステーション、松本事業㈱、上諏訪温泉 油屋旅館、㈱プロシード、㈱イマージ、SEEDS エクステリア&ガーデンデザイン、㈲カナエ、㈲北清水、でんきのヤマゼン、ユニプリント㈱、㈲アイ・シー・エス、松本ツーリストホテル、
㈱JOHO、めん処 金太郎、ビアレストラン バーデンバーデン、㈱すずらん、㈲プリコム、本町商店街振興組合、中町商店街振興組合、山清電気㈱、ヤジマ鋼材㈱、野村證券㈱松本支店、㈱壁匠トーワ、㈱涸沢ヒュッテ、永田眼科医院、㈱百瀬建工、長野県パトロール㈱、㈲各務製粉、㈱平井星光堂 さくら工場、
㈱イーシーシー、北陽電設㈱、ホテル白馬、㈲エムケーワイ、㈱森の家、まるたのとまと、長野県建設業協会松筑支部、長野トンボ㈱、安曇野小町、㈱国興、信光石油㈱、信州富士電機㈱、RAKO華乃井ホテル、松本駅前上條医院、小林耳鼻咽喉科、㈱梓の郷 島内ふぁーむ、くるみ薬局、㈱山添シート内装、
㈱明治亭、㈱コタケ、マツイ商会㈲、㈱マルナカフード、居酒屋 花風、王子マテリア㈱、エア・ウォーター・マッハ㈱、㈲フルハタ建設、㈲信和ビルサービス、アザレア法律事務所、サークルK塩尻原新田店、長野エフエム放送㈱、長野県美容組合中信連絡会中信支部、㈲東テク、㈱丸正醸造、㈱クラッシー・ホームズ、
豊科カントリー倶楽部、塩尻市農業協同組合、社会福祉法人松本市社会福祉協議会、ファーストビジネス㈱、㈱環境技術センター、㈲イー・ライフ、㈲華松煙火、道の駅 風穴の里、ワーナックス㈱、セキ薬局、ユナイテッドデバイス合同会社、ホテル玉之湯、共立化学㈱、㈲平林表具店、松本ほけんの相談室、
㈱上條器械店、㈲手澤商店、㈱滝澤工務店、御食事処 あずさ、ホットプラザ浅間、新日本警備保障㈱、㈱コスモ精工、㈲アイシン機器、㈲新工、㈱エコセントラル、結婚相談室 フリージア、シナノカメラ工業㈱、エルサ あづみ野、㈱住総、長野県立こども病院 親睦会、三村・渋木眼科医院、㈲信州防災、
第一生命保険㈱ 松本支社、税理士法人 上野会計事務所、㈱スズキアリーナ松本、㈱クリーンライフ、㈱シェープワンズ、㈱長野県中日サービスセンター、中央石油、㈱小川原設計一級建築士事務所、こばやし画材、㈱中央写真、松本ホテル花月、㈱ふりはた板金、三愛㈱、㈱吉田建築設計事務所、
あづみ野焼肉ふーさん、㈲ガモウ商会、呉服のマルヤ、㈱トップオートサービス、サンシンエキスプレス㈱、㈲カマサキ、㈲大王 大王わさび農場、㈱信州シキシマ、髙野外科医院、坂城運輸㈱、青木村 関果樹園、菅平高原 ㈲菅清園、上田市 駅前食堂、㈱サーリューション、地酒屋 宮島酒店、㈱マルイチマシン、
㈱草深製作所、髙山商工㈲、㈲丸山菓子舗、サンケイ電機㈲、㈱リッチエード、和信化学工業㈱、四季の宿 まさき、カントリーハウス21、㈱オクトパスファイヤーズ、一般財団法人 塩尻市振興公社、日本電機ヒーター㈱、㈱マルエー、旅館 山のたこ平、㈱信濃車輌、㈲マシンメイト、㈱井出工業、富士物流㈱、
㈲石黒計器、フローリスト はなことば、たきざわ脳神経外科クリニック、皮膚科 徳田医院、神林商工親和会、㈱松本東急イン、珈琲哲学、浅間温泉 富士乃湯旅館、㈲ナガセ設備、金井医院、医療法人聖会 大池内科クリニック、太田社会保険労務士事務所、㈲ワールドスポーツ、㈲タカダ、㈱シナノ精器、松本スプリング㈱、
JA大北農業協同組合、あづみ野テレビ㈱、㈲アイテックス、パティスリーイチエ、㈲赤羽クリーニング、小口精工㈱、㈲創生活環境運営、㈲ライフ信州、㈱アルプスウェイ、㈲イマザワ、㈱KAIKEN、深志神社、かわせみ社労士事務所、㈱八坂こうげん、信州伊那 旅館花月、㈱コトブキベンディングサービス、HOSOE果房、
アット・ドライブ、八広、アナザーブレイン 古田千人税理士事務所、田島建設㈱、松本市職員労働組合、美ヶ原温泉旅館協同組合、㈱シセン、（医）肛門外科 渡辺医院、アップガレージ塩尻北インター店、アルペンローゼ㈱、㈱アイダエナジー、タイムサービス、さくら薬局、たかみや恵深堂薬局、やきそば よっちゃん、
小松畳店、筑摩あんしん館、エイアイピイ㈱軽井沢ガーデンファーム、㈱マザーグースメイル、㈲浅川石材、㈲栗山工業、Nsports ㈱杏花印刷、㈱K-Style、DELI+DELI山本惣菜店、㈱フジカーランド上田、税理士法人 栁澤会計、割烹 みつ川、上條農園、㈲丸山クリーニング店、㈲アルプスクリーンサービス、
㈱ワーク、㈱勇屋会館、㈲由比ヶ浜薬局、㈱トラットリアフォルツア、信和建設㈱、㈱中部水工、㈲深澤塗装所、㈲ハクトートータルサービス、㈲ノーツ、岩田整骨院・美容整体院、㈱フォーラムワン、㈱飯田ケーブルテレビ、㈲朝倉石油、あづみ野カントリークラブ、ホンダカーズ穂高、㈲田中屋、㈱イツミ、
㈲蓼科ダクト、内川興業㈱、㈱AQUA、ホテル中村屋、ジェラテリア チャオ、手打ち蕎麦 うちぼり、シンエツ電材㈱、いけだや呉服店、COS㈱、㈲中村モータース、㈱タクト、ちのスカイビューホテル、㈱サンユー製作所、（特非）ローカル・コミュニティ、トランタン （2014年9月27日現在）
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塩尻市デー SAT
Jリーグ ディビジョン2 2014 第36節10.11 13:00 KICK OFF! VS 大分トリニータ

北信越リーグ所属時の09年途中に山雅に加
入したチーム最古参。現在もピッチ上はもち
ろん毎日のトレーニングから雰囲気を引き締
め、盛り上げています。ベテランの域に達し

た鐡戸裕史選手から見た現在のチームとは？

Q：9月は勝利なしに終わり、チームの状況を心配してい
　  るサポーターも多いと思います。

「やはり今まで順調に来たシーズンで、勝ちのない一ヶ月は初めて。自分たちも消
化不良の部分はありますが、やはりサッカーは簡単なものではない。この一ヶ月を
残り試合にどう生かすが重要になってくると思います。もう一度原点というかチャ
レンジャー精神でアクションしていきたいですね」

Q：第33節・北九州戦では先発出場を果たしました。
「どうしても個人としても結果を出そうと意識していましたし、欲しかったですけど
残念ながら不甲斐なさはあります。やはりゴール前に人数にかけて守られた時にど
うやって崩していくかは自分たちの課題。一つはゴール前の良い位置でFKのチャン
スを得られれば、その糸口になるとは思っていましたが……。崩すためのアイディアを
皆で共有して臨みたいですね」

Q：2008年のサガン鳥栖もJ1昇格争いをしていましたが、その当時を思い出しますか？
「鳥栖時代はまだチームを引っ張ろうとかどう貢献しようかというよりも、皆に助けられながらやっ
ていたという意識が強かったですね。まだあの当時はチームについていって、雰囲気を壊さないよう
にするという思いで一杯でした。今は年長として違う立場にいるのかなと感じています」

Q：チーム最古参として、日頃から心がけていることは？
「普段のトレーニングからは緩い雰囲気は感じていませんが、練習試合や居残りトレーニングなどではそれ以上に締まっ
た雰囲気を作っていかないといけない。自分たちベテランが声を出して引っ張っていくことが必要だと感じています」

Q：今日の対戦相手は大分トリニータになります。
「前回対戦時からアタッカー陣は強力なイメージがありました。アウェイで2－0で勝ちましたが、あれから時間も経って当時とは別のチー
ムと考えた方がいいでしょうね。特にラドンチッチは強烈（苦笑）。ダニエルも空中戦に強く、体を張るところでどれだけ頑張れるかが重要に
なる試合だと思います。この先は目の前の試合で今まで以上に集中して、ある意味毎試合決勝戦の気持ちで臨まないといけない。チーム
一丸、“One Soul”で悔いを残さないようにやっていきます！」



対 戦 情 報

監督インタビュー

味フィ西で行われた一戦は、山雅サポーターが大挙して最高の雰囲気。そ
の熱気に押され、試合開始直後の2分にセットプレーの流れから犬飼が押
し込み先制。その後も出足に勝
る山雅が攻め立て、31分には岩
上がフリーキックの好機で直接
決めて、突き放しに成功。横浜
FCのボール回しにも激しいチェ
イスで対抗し、付け入る隙を与
えない。後半も大きく流れは変
わらず、追加点こそ挙げられな
かったものの6試合ぶりの勝利
を飾った。

前半早々の得点が奏功し、
嬉しい6試合ぶりの勝利！

大分トリニータ 選手一覧
武田　洋平 1987/06/30 190㎝/81㎏
室　拓哉　 1982/11/02 181㎝/78㎏
上福元 直人 1989/11/17 181㎝/75㎏
増田　繁人 1992/06/11 189㎝/79㎏
阪田　章裕 1984/05/16 178㎝/72㎏
高木　和道 1980/11/21 188㎝/75㎏
若狭　大志 1989/07/24 181㎝/73㎏
カン ユング 1993/02/08 168㎝/68㎏
安川　有　 1988/05/24 183㎝/70㎏
岩武　克弥 1996/06/04 173㎝/59㎏
鈴木　義宜 1992/09/11 185㎝/70㎏
ダ ニ エ ル  1982/05/30 186㎝/79㎏
土岐田 洸平 1986/03/16 176㎝/72㎏
木村　祐志 1987/10/05 177㎝/70㎏
西　弘則　 1987/02/25 168㎝/59㎏
為田　大貴 1993/08/24 175㎝/66㎏

松本　昌也 1995/01/25 173㎝/64㎏
末吉　隼也 1987/11/18 175㎝/75㎏
松本　怜　 1988/02/25 175㎝/64㎏
伊藤　大介 1987/04/18 167㎝/58㎏
キム ジョンヒョン 1993/06/01 185㎝/77㎏
ジョナサン 1994/08/14 184㎝/73㎏
坂井　大将 1997/01/18 165㎝/59㎏
風間　宏矢 1993/04/16 180㎝/71㎏
後藤　優介 1993/04/23 170㎝/64㎏
ラドンチッチ 1983/08/02 193㎝/92㎏
高松　大樹 1981/09/08 183㎝/73㎏
伊佐　耕平 1991/11/23 176㎝/72㎏
木島　悠　 1986/05/18 169㎝/65㎏
田中　輝希 1992/08/26 182㎝/72㎏
林　容平　 1989/07/16 177㎝/64㎏

〔大分トリニータ〕

2大久保

〔松本山雅FC〕
本日の予想フォーメーション

松本山雅FC監督  反町 康治この時期にスタイルを変えることはありません

新加入選手が躍動する大分に、エアバトルで競り勝て！

＊＝２種

上位チームとの対戦が続いた9月は、5試
合で2敗3引き分け。開幕から夏場まで順
風満帆だったチームに初めてとなる壁が立
ち塞がった。しかし、ここでブレることは禁
物。泣いても笑ってもリーグ戦は今日の試
合を含めて7試合。今こそ自分たちのサッ
カーを信じて、最終盤へと挑みたい。
今日の対戦相手は大分トリニータとなる。
昨季はJ1の舞台で苦しい日々を過ごし、
その雪辱を果たすべくJ2での出直しを図
った新シーズンだったが、森島康仁（→川
崎）の移籍でセンターフォワードの軸が不
在となり、前半戦は田坂和昭監督も苦しい
選手起用を強いられていた。団子状態の
中位戦線からの浮上をはかるべく、今夏に
新選手を獲得。顔ぶれもラドンチッチ（←大

宮）、林容平（←Ｆ東京）、ダニエル（元名古
屋など）と実力派揃いだ。その効果はてき
めんで、後半戦はここまで僅か2敗と急上
昇。現在6位で台風の目と化している。前
節も磐田にホームで2－0で快勝し、意気は
高らかだ。前回対戦の第12節は2－0で勝
利したが、簡単な試合にはならないだろう。
要注意選手はやはり新加入選手たちだ。
林は前線で独特の得点感覚を早速発揮中。
ラドンチッチも規格外のフィジカルで空中
戦で圧倒的な強さを誇り、ダニエルも攻
守においてヘディングが強い。今節は火花
散るようなエアバトルが繰り広げられそう
だが、そこで怯えることなくどれだけ競り
勝てるか。闘争心が問われる一戦となりそ
うだ。

責任感が出て引き締まるかもし
れない。いずれにせよ、まだまだ
これからです」

Q：今日の対戦相手は大分トリニー
タです。

「前回対戦時は2―0で勝利しま
したが、ラドンチッチ選手やダニエ
ル選手など夏に足りない部分を
補強したことで好位置につけてい
る印象ですね。これから先は全て
の試合がライバルとの対戦になります。9月はサポーターの皆さんも残念だ
ったと思いますが、今日はその悔しさを晴らす素晴らしいゲームをしたいと思
います。熱い声援をよろしくお願い致します」

Q：上位チームとの対戦が続いた9月
は、2敗3引き分けに終わりました。

「開幕から夏場まで順風満帆だっ
たのかもしれません。勝ちから遠
ざかりましたが、長いリーグ戦、そ
ういうことも当然あります。少し
ルーズなところが出始めている
ので整理して、悪い膿を出したい
ですね。ただ、この時期にいきな
り流れやスタイルを変えることは
ありません」

Q：6試合ぶりの勝利となった第35
節・横浜FC戦は？

「いい10月のスタートを切りたい
と思っていたのでよかったですね。
敵地ながら先取点、追加点といい
リズムで出来たのは間違いなくサ
ポーターの皆さんのおかげです」

Q：現在の山雅、選手たちにプレッシ
ャーなどはありますか？

「湘南のJ1昇格が決まったことで、
次に注目が集まるのはうちになり
ます。それも楽しみながらプレー
しないといけない、と選手たちに
は話しています。プレッシャーな
どもあるかもしれませんが、逆に

試合ダイジェスト　

後半に猛攻を見せるが、
札幌の3バックを崩しきれず
お互いに勝ち点3を得るべく序盤から熱いバトルが繰り広げられたが、
12分に左CKをニアで合わせた都倉が先制点を奪うと、24分には上里が
直接フリーキックを叩き込む。
早い時間に効率よくセットプレ
ーで2得点した札幌が試合を優
位に展開するが、後半に入ると
山雅も反撃。53分に船山がミド
ルシュートを決めて1点を返す
と、勢いに乗じて攻め立てる。し
かし、札幌の3バックを最後まで
崩すことが出来ず、悔しい敗戦
となった。

21村山

3田中

13犬飼

4飯田

20山本

15岩間

6岩沼

11喜山
10船山

8岩上

大分トリニータ
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
代 表 取 締 役： 青野　浩志
監　　　　　督： 田坂　和昭

Jリーグ ディヴィジョン2 2014 第36節

Review of the match
第35節Jリーグ ディヴィジョン2 2014

vs 横浜FC 
第34節Jリーグ ディヴィジョン2 2014

vs コンサドーレ札幌
コンサドーレ札幌

0 前半 2
1 後半 01 2

松本山雅FC
9月28日（日）13：03キックオフ 松本平広域公園総合球技場

松本山雅FC
0 前半 2
0 後半 00 2

横浜FC
10月4日（土）13:03キックオフ 味の素フィールド西が丘

1武田 35ダニエル

4高木

8西

7木村

11為田

6土岐田

15末吉

33林

3阪田

5若狭
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入場ゲート

…喫煙所 …ゴミ分別所

本日実施のイベント情報を一挙紹介！
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！！

今日のアルウィン徹底紹介

12:25頃

選手紹介
12:48頃

ハーフタイム

試合終了

13:48頃～（15分間）

14:48頃

選手入場

選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

12:58

前半キックオフ！！
13:03

後半キックオフ！！
14:03頃

10:30

9:30

一般開門
11:00

先行入場開始
仮装してGETハロウィンステッカー／巨大かぼ
ちゃ重量当てクイズ  （ゲート1付近）

スケジュールシールプレゼント／松本山雅FC
選手への質問大募集 （ゲート1付近）

塩尻市特産品PR （ゲート2付近）

「玄蕃サラ」「げんすけ」来場！（コンコース各所）

信州ブレイブウォリアーズブース出展  
　　　　　　　　  　　  （ゲート2付近）

「あいこちゃんを救う会」募金 （ゲート4付近）

御嶽山噴火による犠牲者の方々への黙祷
   　　　　　　　　　         （ピッチ）

大分サポーターへ来場者プレゼント （ゲート3）

ワンタッチパス来場ポイント特典引き換え    
　　　　　　　　（サウスゾーン会場外）

11:50頃

アルWIN TV （ピッチ・オーロラビジョン）

塩尻市特産品ブース

アウェイ
サポータ用
喫煙所

ハーフタイム時のみ（臨時喫煙所） ワンタッチパス

ワンタッチパス

ワンタッチパス

閉鎖スカパー！ブース

山雅ハロウィンブース

〈特産品抽選会景品〉
●塩尻ワイン…………………………………5名様
●ぶどうジュースの詰め合わせセット……5名様
●農業公社ギフトセット……………………5名様
●漆器製品……………………………………5名様
●ナイアガラ2kg詰め合わせ………………10名様

〈販売品目〉
●ワイン（プラカップ）
●カットフルーツ（なし、ぶどう、りんご）
●あやみどり
●玄蕃サラグッズ

〈試食〉
●あやみどり

ワンタッチパス

タイムテーブル

ようこそアルウィンへ撮影ボード

会員特典引渡ブース
タオルマフラー
回収・返金ブース

※イベントは当日の状況により内容変更、中止をさせてい頂く場合がございます。

塩尻市の特産品の販売や試食を行います。塩尻市自慢の特産品を是非、手に取って
みて下さい。

ハロウィンといえば仮装ということで仮装してブースに遊びにきてくれた方先着100
名には「ハロウィンステッカー」を差し上げます。
また、ブースに遊びに来てくれた小学生以下のお子様にお菓子をプレゼントします。

松本山雅FCと同じく長野県で活動する信州ブレイブ
ウォリアーズ。10/4に開幕した2014-2015シーズン
のbjリーグですが、信州ブレイブウォリアーズは
10/11に初戦を迎えます。信州ブレイブウォリアーズ
の動向にも注目していきましょう。

スカパー！ブースにて松本山雅FCの選手への質問を募集します。
ブースに設置されているビデオカメラに向かって質問をお願いします。
聞きたくても聞けなかった選手への質問をこの機会にぶつけてください！
いただいた質問映像はスカパー！で毎週金曜日に放送中の「週刊松本山雅」内で使用
させていただく可能性がございます。
また、当日選手への質問を収録させていただいた方にスケジュールシールをプレゼ
ントいたします！是非ブースにお立ち寄りください！

クラブガンズ会員の来場ポイントが210ポイント以上になった方に、プレゼントを
差し上げます！

小学生以下のお子様を対象に「巨大かぼちゃの重量当てクイズ」を行います。
今回使用する巨大かぼちゃは塩尻市商工会議所様よりご提供いただきました。

【かぼちゃの重量当てクイズ参加方法】
《対象》
 小学生以下のお子様先着100名

《参加方法》
ブースに用意されている応募用紙にかぼちゃの重量を予想して記入していただきます。

《当選者の発表》
クイズに正解した方の中から抽選で1名様にガンズくんサイン入りマスコットボー
ル、5名様にガンズくんサイン入り色紙をプレゼントいたします。当選者はハーフタ
イム以降にハロウィンブースに掲出いたします。

《景品の引き換え》
 試合終了～15：30の間にハロウィンブースにて行います。

塩尻市のマスコットの「玄蕃サラ」と「げんすけ」が
アルウィンに来場します。

当日ご来場いただいた大分トリニータのファン・サポーターの皆様先着200名様へ塩尻市様
より「漆塗り箸」と「大分水嶺の水」をプレゼントいたします。

先取り！ アルウィンでプチハロウィン先取り！ アルウィンでプチハロウィン

終盤戦もスカパー！をチェックしよう！終盤戦もスカパー！をチェックしよう！

信州ブレイブウォリアーズブース出展信州ブレイブウォリアーズブース出展

ワンタッチパス来場ポイント特典引き換えブースワンタッチパス来場ポイント特典引き換えブース

【実施時間】9：30～15：30
【実施場所】サウスゾーン「来場ポイント達成プレゼント引換ブース」（会場外）

【実施場所】ゲート2付近
【実施時間】10：30～

※商品が無くなり次第終了とさせていただきます。

※お菓子のプレゼントは準備数が無くなり次第終了とさせていただきます。

※スケジュールシールはなくなり
　次第終了とさせていただきます。

※一時退場および再入場は原則禁止となります。引き換えをご希望される方はお帰りの際にお立
　ち寄りください。

※準備数が無くなり次第終了とさせていただきます。

「玄蕃サラ」「げんすけ」来場！

塩尻市の特産品が当たる抽選会を行います。ホームゲーム抽選会同様に当選券がスタジア
ムバックに封入されておりますので、入場後にスタジアムバックの中をよくご確認ください。

特産品抽選会！

大分サポーターへ来場者プレゼント！

【実施場所】ゲート1
【実施時間】10：30～

【実施場所】ゲート1
【実施時間】10：30～12：30

【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】10：30～

【実施場所】ゲート2付近　　【実施時間】10：30～

◆仮装してGET ハロウィンステッカー

◆松本山雅FC選手への質問大募集！◆巨大かぼちゃ重量当てクイズ

【実施場所】ゲート3　【実施時間】11：00～

塩尻市デーの開催を記念して、小口利幸様よりご挨拶を賜ります。
また、終盤戦の激励として長野パープル・シャインマスカットのセット計20kgをクラブへ贈呈
していただきます。ピッチおよびオーロラビジョンにご注目ください。

塩尻市長 小口利幸様 ご挨拶・激励品贈呈式

【実施場所】ピッチ・オーロラビジョン　　【実施時間】11：30

【実施場所】ピッチ　　【実施時間】試合終了後

本日、松本山雅FCが試合に勝利した際に、塩尻市様よりMVP賞として漆器製品とぶどう4kg
を贈呈していただきます。

MVP賞

【実施場所】コンコース各所（ゲート2中心）
【実施時間】10：30～

ホームタウンとして日頃より松本山雅FCにご協力いただいています塩尻市様の
ご協力により、「塩尻市デー」を開催いたします。

塩尻市長 小口利幸様 ご挨拶・激励品贈呈式拶  
               　 （ピッチ・オーロラビジョン）

11:30 信州ブレイブ
ウォリアーズブース

景品の引き換えは試合終了後に総合
案内所にて行います。
※未成年の方が「塩尻ワイン」に当選

した場合にはぶどうジュースを差
し上げます。

塩尻市特産品PR！

玄蕃サラ げんすけ

今節もスポンサーの皆様から沢山のご協賛をいただきました！
2014シーズンは、当選された方には入場時にお配りする袋の中に「当たり券」が封入
されています。袋の中をよくご確認頂き、当選された方は試合終了後に「総合案内所」
にて景品とお引き換えください。

※当選券は記載されている時間内のみ有効です。あらかじめご了承ください。
※抽選会景品は変更になる場合もございます。あらかじめご了承下さい。

ホーム
ゲーム

抽選会

※色はお選びいただけません。

『タオルマフラー(OneSoul)』商品回収に関するお詫びとお知らせ

カレーハウス CoCo壱番屋

時代遅れの洋食屋 おきな堂
バンカラカツカレー………¥700

メンチカツカレー…………￥800

カジュッタ（フレッシュジュース）
…………¥400～

ミニドーナツ……………￥400～

ドーナツラボ

YamaGarden Gour-Winのバックスタンド
エリアでは、スタジアム開場前に約1時間

（9：20～10：10）の間、販売を行っています。
入場後は混雑しているブースでも開場前販売
の時間帯は、それほどお待ちにならずに食べ
られます！ ぜひご利用ください！

バーデン・バーデン
手づくりソーセージ盛りあわせ

…………¥600
特大フランクフルトのホットドック

…………¥600

Ｑ：1番いじりがいのある選手は誰ですか？
Ａ：最近は雄大君！あとは選手じゃないけど

イノさん、松ちゃん、アベのトレーナートリオ！！
Ｑ：男女問わずどんな方を尊敬したり目標にしてま

すか？
Ａ：両親ですね。母親は以前、40km級の渋滞に3回

くらいハマって僕がイライラしている時に「まぁ、
これも何か意味があるのよ」と言って普通にして
いたので、この人はすごいなと思いました。父親
は最近、ダイエットを一所懸命頑張っています。

Ｑ：信州でお気に入りの場所はありますか？
Ａ：セレブな雰囲気がある軽井沢や大自然を感じら

れる上高地は大好きです。でも、やっぱり1番は
アルウィンですね☆

Ｑ：大切にしている物は何ですか？
Ａ：仲間。チームメイトもそうですが、小中高と一緒

にサッカーをやってきた仲間とは今でも頻繁に
連絡をとっているし本当に大切な存在です。

Ｑ：ロッカールームで喜山選手が選曲したGReeeeN
以外でよく流してる曲はなんですか？

Ａ：EXILEやケツメイシ、あとはサザンオールスター
ズなんかも結構流しています。

Ｑ：靴のサイズが29㎝のようですが、靴選びで困った
事はありませんか？ ちなみに自分も29～29.5㎝
です。

Ａ：やっぱりカッコイイと思った靴のサイズがない事
が多いですね～。ちなみにうちの兄貴は俺より
足がデカイです。

Ｑ：一番仲の良い、もしくは頻繁にご飯に行く選手は
誰ですか？

Ａ：みんな仲良いですが、岡山時代から仲良かった
玉ちゃんですかね。ちなみにご飯は色々な選手
と行きます。多分、ほとんど全員と行った事があ
りますね。

普段は絶対に取材されないような質問を
選手にぶつけてみました！
質問者はサポーターのみなさん！フェイス
ブックを通じて寄せられた質問を中心に、
選手がQ&A方式でお答えします。
選手の素顔がみなさんによって暴かれる！？

選手への質問大募集！
松本山雅FC公式Facebookページにて選手への質問を募集しております。
質問を募集したい選手ごとに記事を掲載（不定期）しております。コメント欄にお気軽に質問内容を
お寄せください！
松本山雅FC公式 Facebookページ⇒ www.facebook.com/matsumotoyamaga

この度、弊社で販売致しました『タオルマフラー(OneSoul)』関しまして、一部に針が混入
したものがあることが判明致しました。お客様には、多大なるご迷惑をお掛けしてしまい、
大変申し訳ございません。お客様の安全を最優先に考え、ご購入頂きました当該商品に
つきましては回収の上、ご購入代金を返金させて頂きます。
なお、当該商品は全ての販売先で、販売中止といたしますので、ご了承下さい。

【スタジアムにてご返金の場合】
下記ホームゲーム開催時にスタジアムまで対象商品をお持ち下さい。ご返金の対応を
させて頂きます。

【現金書留にてご返金の場合】
下記お問合わせ先の、「株式会社Jリーグエンタープライズ」まで対象商品を「着払い宅
配便」にてご返送下さい。※ 着払いの配送は、郵便局、宅配便、いずれの業者様でもかま
いません。業者様がご用意の着払い伝票をご使用ください。
現金書留にてご返金させて頂きますので、必ず、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入
したメモの同封をお願い申し上げます。また、ご連絡いただいたお客様の個人情報は、
本件についてのみに使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
なお、オフィシャルショップ（アイシティ21、井上百貨店、レアルスポーツ）でのご返金対応は
出来かねますので、予めご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
◆株式会社Jリーグエンタープライズ
　〒113-0033 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス7F 　TEL：0120-361-400
　お問い合わせ受付時間： 午前10：00～午後5：00（平日）

回収・返金場所： 会場外サウスゾーン

喜山 康平

ピック
アップ
フード

本日札幌戦のみの限定サービス！！本日札幌戦のみの限定サービス！！
①バーデン・バーデン 「大分」にちなんだ特製コロッケ・カクテルを数量限定で販売します！
㉓肉のあづみ野屋 本日限定、「大分産　黒毛和牛串焼」を1本700円で販売します。

王滝

中島屋

やきそば よっちゃん

四川乃華焼きたて屋＆SOCO CAFÉ

グラン・シャリオ コンパニー

エイワ＆あづみ野菜園

DONER  KEBAB

Bar ALPHA

IRORI EXPRESS

ホテルブエナビスタ

安曇野小町

魚介のガーリックオイル炒め
…………¥650

厚切り豚バラのスタ丼
…………¥750

おにぎり……………………¥150

稲　  荷……………………¥350

トリKING
トリキン山賊焼き…………¥300

塩唐揚げ…………………¥500

小町ごはん…………………¥600

山賊ックバーガー…………¥600

エビマヨ……………………¥550

上海焼きそば………………¥500

チーズフライドポテト……¥400

パンケーキ………………¥500

おやき（野沢菜、なす等）
…………¥200～¥300

五平餅　くるみ味噌
…………¥300

しこしこモチモチ”富士宮やきそば”
…………¥500

特大120g 超粗挽き”生フランクフルト焼き”
…………¥500

山雅勝つ！ カレーパン
…………¥250

松本山賊焼丼 山雅風
…………￥650

かき揚げそば……………¥550

天玉そば…………………￥500

もちもちポテト（ダブルチーズ）
…………¥700

もちもちポテト（塩）
…………￥500

チヂミ（海鮮）……………¥400

トッポギ…………………￥400

ジャコス

ポークカレー（普通盛）……￥500

チーズカレー（普通盛）……￥600

ドネルケバブ…………¥500～

ソフトドリンク……………¥200

たこ焼き6個（ソース・だし醤油・塩だれ）
…………¥400

たこ焼き10個（ソース・だし醤油・塩だれ）
…………¥600

Meditrina
長さ30cm超!!「安曇野」
もっちりロングポテト………¥500
ソムリエ推薦 フルーツスムージー

…………¥500～

山雅ジントニック
…………¥500

限定対戦相手カクテル
………¥500～

信州ポークの味噌豚丼
…………¥800

信州ポークのロースカツ丼
…………¥850

明治亭
ソースかつ丼弁当

…………¥1,100
ソースかつカレー（華麗に勝）

…………¥1,200

黒毛和牛たっぷりカレー
…………¥600

牛めしビビンバ重
…………¥600

イイダヤ軒

ほし☆スタ

肉のあづみ野屋メッシ デ メッシ

マルゲリータ…………¥1,000

ジェノベーゼ…………¥1,000

PIZZA MAQIC BELII

長野県産黒毛和牛串焼
…………¥500

安曇野放牧豚串焼
…………￥500

ポップコーンバスケット……¥1,000

チャック付きパック…………￥500

居酒屋　勝
かっちゃん からあげ………¥500

豚タン串……………………¥500

ジェリーズポップコーン

ピック
アップ
フード

通常120gで販売している‘生’フランク焼きを25％増の
150gで価格は据え置き。溢れる肉汁とプリップリな食
感をお楽しみください。先着限定150本のみ販売です。

超粗挽き‘生’フランク焼き
……500円

LOGOSレインバッグ2,600円（税込）

8,800円（税込）

【サイズ】S、M、L、LL
【素　材】《表地》ナイロン100％（タフタ）、
　　　  《裏地》ナイロン100％（タフタ）、
 　　　 《中綿》ダウン90％、フェザー10％

【付属品】収納用巾着

【サイズ】約W69×D18×H68㎝
【素　材】ポリエステル100％（PVC）

パッカブルダウンジャケット

本日のみの
特別メニュー
&サービス！

MF 11   Kohei KIYAMA

※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店で本日より取り扱いを行う予定です。
【オンラインショップ取扱い開始時間について】10時より販売開始となります。

アウトドアブランド「LOGOS」社製のレインバッグです。

最新
山雅

アイ
テム
を

チェ
ック
！！最新

山雅

アイ
テム
を

チェ
ック
！！

www.yamaga-onlineshop.com/

【販売場所】サウスゾーングッズ販売所・スロープゾーングッズ販売所・バックスタンドグッズ販売所

10月11日(土)13：00 キックオフ 大分トリニータ戦
10月26日(日)13：00 キックオフ カターレ富山戦
11月  9日(日)13：00 キックオフ ジェフユナイテッド千葉戦
11月23日(日・祝)14：00 キックオフ 水戸ホーリーホック戦

ホームゲーム
開催日

※パッカブルとは、小さくたためて包装・収納できる
　という意味です。

ロコモコ丼……600円
バジル、ピクルスを和えた山雅カラーの
ライスにハンバーグ、目玉焼きをのせた
贅沢な一品！ロコモコ丼を食べて松本山
雅を応援しよう！

選手編

●株式会社中島屋降旗米穀様ご提供
　長野県産コシヒカリ洗わないで炊ける「愛を米」2㎏…3名様
●協同組合 中央経友会様ご提供
　安曇野天然水500mlペットボトル24本(1ケース）…3名様
●小沢そば株式会社様ご提供
　小沢そば自家製乾麺………………………………5名様
●株式会社アイネット様ご提供
　松本山雅FC×アイネット コラボ・タオルマフラー2014年度版…5名様
●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里………………………………………5名様
●プラス“1”賞
　ホームゲームペア観戦チケット（ホーム自由席）……5名様
●株式会社泉精器製作所様ご提供
　山雅モデルシェーバー………………………1名様
　毛玉取り器 ピンク/グリーン各色2台………………4名様

●炉端浜焼東京つきぢや村井店様ご提供
　2,000円分お食事券………………………10名様
●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
　入浴券………………………………………10名様

●選手サイン入りボール………………………1名様
●塩尻市様ご提供
　塩尻産ワイン赤白セット（2本1組） ………1名様
　※お子様が当選した場合は、ぶどうジュースをご提供いたします。

●キリンビールマーケティング株式会社長野支社様ご提供
　キリン一番搾り 350ml缶24本（1ケース）………1名様
　※お子様が当選した場合は、別の商品をご提供いたします。

●アサヒビール株式会社様ご提供
　アサヒスーパードライ 350ml缶24本（1ケース）……1名様
　※お子様が当選した場合は、別の商品をご提供いたします。

●JA松本ハイランド様ご提供
　JA松本ハイランド産「新米コシヒカリ」 5㎏………2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
●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
●ダスキン信州加盟店会様ご提供
　キッチンおそうじセット………………………3名様
●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券……………………………………3名様


