2014松本山雅FC選手紹介
GOAL KEEPER

MANAGER
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Yuto SHIRAI

Kengo NAGAI

1964/03/08

1979/11/09
181㎝/75㎏

1987/08/22
184㎝/78㎏

1988/06/19
184㎝/78㎏

1994/11/06
183㎝/70㎏

白井 裕人

永井 堅梧

!
高速バスで !
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Yuki OKUBO

Hayuma TANAKA

Masaki IIDA

Tomoya INUKAI

1984/04/17
177㎝/76㎏

1982/07/31
174㎝/64㎏

1985/09/15
187㎝/82㎏

大久保 裕樹

田中 隼磨

DEFENDER

飯田 真輝

DF
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DF
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犬飼 智也

Mutsumi TAMABAYASHI

玉林 睦実

Hiroshi TETSUTO

1993/05/12
180㎝/72㎏

1984/10/12
178㎝/73㎏

1982/09/28
168㎝/68㎏

アルピコグループは、松本山雅FCを応援しています。

鐡戸 裕史
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Atsuto TATARA

Kazuya IIO

Kenta KOMATSU

Shunsuke IWANUMA

Yuzo IWAKAMI

Kohei KIYAMA

1987/06/23
180㎝/76㎏

1980/04/10
177㎝/71㎏

1988/01/19
173㎝/70㎏

1988/06/02
175㎝/65㎏

1989/07/28
170㎝/69㎏

1988/02/22
179㎝/74㎏

多々良 敦斗

小松 憲太

飯尾 和也

岩沼 俊介

岩上 祐三

喜山 康平

Matchday Vol.10
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Tomohiko MURAYAMA
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必要なものは

Yosuke NOZAWA

村山 智彦
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Yasuharu SORIMACHI

野澤 洋輔

GK
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反町 康治
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21

MANAGER
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MID FIELDER
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Yudai IWAMA
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MF
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1987/12/22
181㎝/72㎏

1991/02/10
173㎝/65㎏

MID FIELDER

26

MF

Hayato MICHIUE

道上 隼人

パク カンイル

27

Ryutaro IIO

飯尾 竜太朗

1991/06/17
169㎝/61㎏

1991/01/30
174㎝/69㎏

MF
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Junto MATSUSHITA

松下 純土

1991/05/03
180㎝/66㎏
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FW
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FW
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Takayuki FUNAYAMA

FW

Yuki NATSUME

Tatsuya

和田 達也

Yuki KITAI

北井 佑季

サビア

SABIA

船山 貴之

棗

1991/10/15
166㎝/60㎏

1994/06/21
164㎝/58㎏

1990/01/27
169㎝/62㎏

1982/11/02
175㎝/74㎏

1987/05/06
170㎝/69㎏

1988/11/18
184㎝/76㎏
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予約は

１ヶ月前

41

Shogo SHIOZAWA

Hiroki YAMAMOTO

Daiki YAGISHITA

1982/09/09
182㎝/75㎏

1991/11/15
178㎝/70㎏

1995/08/09
180㎝/70㎏

塩沢 勝吾

山本 大貴

SHINJUK

佑喜

SUPPORTERS

FORWARD

新宿
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Nobuyuki SHINA

椎名 伸志

WADA

FW
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始発

から！

U

最終

4:20発 ～ 21:00 発
新宿発 松本着
始発

最終

6:00発 ～ 22:20 発

ネットで予約! 松本 ― 新宿線／松本 ― 名古屋線は
いつでもラクラク申し込み

ハイウェイバスドットコム
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松本 ― 大阪線は

発車オ～ライネット

松本発

名古屋着

始発

M

最終

5:30発 ～ 19:30 発
名古屋発 松本着
始発

最終

7:10発 ～ 20:10 発
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大阪
OSAK

A

高速バス松本予約センター

電話で予約! ☎0263-35-7400
お急ぎの方はお電話で

（受付時間8：00～20：00まで）

松本発 大阪着

6:30 発 22:30 発
15:00 発
大阪発 松本着
▲
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松本発 新宿着

▲
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1986/02/21
178㎝/69㎏

MF

▲

ユン ソンヨル

PARK Kwang Il

▲

岩間 雄大

YOON Sung Yeul

8:00 発 22:10 発
16:00 発
アルピコ交通
詳しくは

崊嵓崼崛ઐৢ

ਫ਼ด

http://www.alpico.co.jp/traffic/

柳下 大樹

私たちは松本山雅フットボールクラブのオフィシャルスポンサーです

広島・京都・徳島でJ1昇格経験を持つ、DF大久保裕樹選手の登場です。
序盤はコンディション不良に苦しみましたが、第18節・北九州戦から先発起用。
その豊富な経験と安定感あるプレーで、チームの堅守を担っています。
Q：開幕直後はコンディション不良で別メニュー調整が続いていました。
「開幕前のキャンプで両膝を痛めてなかなか治りませんでした。また山雅は練習量がすごく多く、その
ルーティーンに体が慣れるのにも時間がかかってしまった部分もあります。今は怪我もなくコンディシ
ョン面に不安はありません」
Q：第19節・群馬戦で、山雅での初得点を記録しました。
「あの得点の前から、相手GKはボールを何回もファンブルしていました。詰めていればチャンスはあると
思っていたら、案の定こぼしてくれた。ラッキーと言えばラッキーですね（笑）。群馬戦は先発2試合目とい
うことで周りとのコミュニケーションなども整理されて、やるべきこともクリアになっていました。とはい
え立ち上がりで決定機も与えてしまったので、まだ修正すべき課題はたくさんあるかなと思います」
Q：山雅のスタイルをどうとらえていますか？そのなかで自分を生かすためには？
「元々よく走るチームであることは知っています。加入して、
やっぱりそうだなと実感しました。もちろ
んチームの求めることは手を抜きたくないですし、なおかつ今まで経験してきたことをうまく後ろか
ら落とし込んでいきたいですね」

富士電機パワーセミコンダクタ㈱ ㈱信州グリーン ㈱ＮＫＢ エイコー測器㈱ ㈱ニチワ工業 松本大学 ヴィラ・デ・マリア―ジュ松本 ㈱八十二銀行 セコム上信越㈱ ㈱河西精機製作所 ㈱アドソニック 松南病院 NTPグループ C南信・N信州
㈱松本ゼミナール もとき薬局 新光商事㈱ ㈱コンフォール 松本臨空工業団地 ㈱巴屋 ㈱テンホウ・フーズ ㈲中部警備・救助 どんなもんじゃ 小沢そば㈱ あづみ野テレビ㈱ ㈱長野信和サービス
パートナースポンサー
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、
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、
㈱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、
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㈱、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、
（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、
㈱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、
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、
JA信州うえだ、㈲百瀬商店、㈱湘英、㈱上條電設工業、藤原印刷㈱、飯塚肇税理士事務所、
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、
くるみ薬局、㈱山添シート内装、㈱明治亭、
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、
㈱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、
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、
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、
㈱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、
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、
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、
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、
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㈱、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、
（2014年6月27日現在）
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㈱
㈱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、

発行: 株式会社松本山雅 企画・広報部 〒390-0837 松本市鎌田2-2-4 TEL.0263-88-5490 FAX.0263-88-5491

オフィシャルページ: http://yamaga-fc.com

Q：過去3クラブでJ1昇格を体験されている
“昇格請負人”
として、チームが昇格するうえで必要
なものとは何だと思いますか？
「自分の活躍で昇格したということではありませんが（苦笑）、ある程度は昇格に必要なもの
は理解しています。やはり長いシーズン、
どうしても負傷や出場停止でメンバーの揃わない
試合もあります。そのような状況でも誰が出ても安定した力を発揮できるよう、11人だけ
ではなくチーム全員の力が問われるのではないでしょうか」
Q：今日の対戦相手はアビスパ福岡です。その印象と意気込みをお願いします！
「プシュニク監督になって、規律に厳しく手堅いサッカーをする印象があります。あと、
城後寿選手を中心に前線に元気のある選手が多いのも特徴ですね。シュートを未然に
防ぐなど、波に乗せない戦いをしたいですね。前半戦最終戦ということで、後半戦に勢
いを持っていくためにもホームで勝ち点3をとれるように頑張ります！」
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Jリーグ ディビジョン2 2014 第21節

SAT 18 : 00 KICK OFF! VS アビスパ福岡

今日のアルウィン徹底紹介

対戦情報
Jリーグ ディヴィジョン2 2014 第21節

本日の予想フォーメーション
〔アビスパ福岡〕

アビスパ福岡

〔松本山雅FC〕

3阿部

14金森

21武田

8岩上

19 堤
8中原

2大久保 21村山

9サビア

16石津

19節

vs ザスパクサツ群馬

6月21日（土）18：03キックオフ 松本平広域公園総合球技場

松本山雅FC

3

ザスパクサツ群馬
2 前半 0
1 後半 1

1

20酒井

10船山

（ゲート1付近）

13犬飼

MF 6 森村 昂太 1988/08/14 181㎝/71㎏
8
15
20
22
26
28
29
FW 7
10
11
14
16

中原

秀人 1990/10/29 172㎝/64㎏

金城 クリストファー達樹 1993/11/17 180㎝/76㎏
酒井

宣福 1992/11/09 181㎝/78㎏

野崎

雅也 1993/08/03 180㎝/67㎏

20 節

vs ジェフユナイテッド千葉

17:48頃

選手紹介
17:59

選手入場

牛之濵

ザ・ブライトガーデン
レ アールドセゾン
セージブース
セブン-イレブン
レシート抽選会
ブース

クラブガンズ会員
申込記入所

yell特設
抽選会場
アウェイ
サポータ用
喫煙所

18:48頃～（15分間）

ようこそ信州へ！
アウェイサポーターおもてなし（ゲート3）

後半キックオフ！
！

16:10～16:35
アルウィンウェディング開催（ピッチ）

19:03頃

田村

友

平井

将生 1987/12/04 179㎝/72㎏

城後

寿

坂田

大輔 1983/01/16 175㎝/72㎏

金森

健志 1994/04/04 171㎝/69㎏

石津

大介 1990/01/15 173㎝/71㎏

入場ゲート

ワンタッチパス
ハーフタイム時のみ（臨時喫煙所）

ワンタッチパス

19:48頃

試合終了

クラブオフィシャルスポンサーのセブン-イレブン様のご協力のもと、
「セブン-イレブン スペシャルマッチ」
として各種イベントを開催いたします！
「セブン-イレブン×松本山雅ＦＣ」
キャンペーン『レシート抽選会』
対象期間内に長野県中南信エリアのセブンイレブン各店舗
（約200店舗）
にて、下記
対象商品をご購入いただきセブン-イレブン対象店舗に設置してあるチラシに対象商
品をご購入されたレシートをお貼りください。
『セブン-イレブン スペシャルマッチ』
ア
ルウィン特設ブースにお持ちいただくと
「ガラポン抽選会」
にご参加でき、1,711名様
に
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
コラボオリジナルグッズが当たります！
！
■対象商品
1. はみでた山賊バーガー…………………………300円（税込）

バンズよりはみ出る大きさにした中信名物の山賊焼を具材に使用し、
ボリュームのあるバーガーに仕立てました。

2.梅ドレで食べる長いものねばねばサラダ……260円（税込）

気温が上昇する時期にさっぱり食べられる梅ドレッシングのサラダ。大きめにカットした信州産の長芋のシャキシ
ャキ食感を楽しめる商品。

キャンペーン実施期間

・試合当日のフェアプレイ旗をプレゼント！
！
・当日
「VIPスタンド席」
でご観戦できます！
・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルタンブラー
・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルシール

・当日
「VIPスタンド席」
でご観戦できます！
・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルタンブラー
・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルシール

B賞
（100名様）

C賞
（1,599名様）

・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルタンブラー
・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルシール

【実施場所】
ゲート2付近

松本山雅FC

ジェフユナイテッド千葉
0 前半 1
0 後半 0

1

試合は開始4分に動いた。裏へ飛び出した船山を千葉DFがエリア内で倒
してPK。これを船山が自分自身で決めて先制。その後は得点を狙う千葉
攻撃陣にボールを回される場面
が増えたが、集中を切らさずに
防いだ。後半も展開は変わらず、
1点を追う千葉は田中、森本と攻
撃的な選手を次々と投入して波
状攻撃を仕掛ける。それでも村
山 を 中 心とした 守 備 陣 は 体 を
張ってゴールを守りきり、そのま
ま試合終了。フクアリで初勝利
を飾った。

オフィシャルスポンサーの株式会社アステップ信州
（レセプションハウ
ス ザ・ブライトガーデン）
様の企画・協力の下、試合前に人前結婚式を
執り行います。皆様からお二人へ盛大な祝福をお願い致します！
※人前結婚式：その場にお集まり頂いた皆様に新郎新婦様の幸せを願い、
結婚の承認、
祝福をして頂く形式の結婚式です。

【実施場所】
ピッチ中央にて（雨天の場合は、メインスタンドにて行います）
【実施時間】16：10～16：35 ※2013年にアルウィンウェディングを行ったお二人のお写真です。

TEAM AS ONE募金実施

JリーグとJクラブは、今後も震災で被害を受けた被災地、被災者を物心両面から支援してい
きます。
「 Jリーグ」、
「 40クラブ」、
「 選手」、
「ファン・サポーター」、
「 被災地復興を願う全ての
人々」
の力を集結させ、みんなでひとつのチームとして団結し、前に進んで行きましょう！
今回は東日本大震災で被災された地域への義援金の募金を行います。今回集められた義援
金はJリーグを通じて被災地の復興、スポーツの振興に当てられます。また、同ブースにて被
災地の当時の様子、復興の様子を写真パネルとして展示いたします。

【実施時間】15：30～

長野・山梨ゾーン ゾーンマネージャー長岡 進作様ご挨拶

「セブン-イレブン スペシャルマッチ」
の開催を記念して長野・山梨ゾーン ゾーンマネー
ジャー長岡 進作様よりご挨拶を賜ります。
【実施場所】
ピッチにて

※すでに参加者の募集は終了しております。

アルウィンウェディング開催

・
「セブン-イレブン×松本山雅FC」
オリジナルシール

※各景品がなくなり次第終了となります。

八ヶ岳高原産牛乳を使った牛乳寒天とオレンジ果汁の寒天を組み合わせた見た目にも爽やかなデザートです。

セブン-イレブン サッカークリニック開催

A賞
（5組10名様）

【実施時間】16：35～

売切れ御免！ザ・ブライトガーデン レ アール ド セゾン・セージ特製ソーセージロール販売
オフィシャルスポンサーであるアステップ信州（ザ・ブライトガーデ
ン レ アール ド セゾン・セージ）様のシェフ手作りのソーセージロー
ルを限定150個販売いたします。

【商品】50本×3種類（ビーフ・チキン・ポーク）計150本 【価格】1本 300円
【実施場所】ゲート2付近 【実施時間】15：30～
※準備数が無くなり次第終了とさせていただきます。

復活！
！スカパー！出張受付・なんでも相談室設置

大好評につきスカパー！出張受付・なんでも相談室が復活いたします！
スカパー！で視聴できる番組のことから、視聴方法、加入方法まで何でも分からないことを丁
寧にご説明させて頂きます。是非この機会にスカパー！に加入して、松本山雅FCにご声援く
ださい。もちろんその場でのスカパー！ご入会も可能です。お気軽にお立ち寄りください！

★専用アンテナ+チューナー0円キャンペーン実施中！

【実施場所】
ゲート1付近 【実施時間】15：30～

【実施場所】
ゲート1付近

【実施時間】15：30～

■ESCO・松本信用金庫プレゼンツ 松本山雅FCミニサッカー大会開催！

下記の日程にてESCO・松本信用金庫プレゼンツ 松本山雅FCミニサッカー大会を開催致し
ます。現在チームに所属していない方も参加できる大会です。5人以上のメンバーを集めて
楽しくサッカーをしましょう。
■日
程
■会
場
■時
間
■参加対象
■参加資格

2014年7月27日(日)
GACグランド
（住所：安曇野市穂高北穂高2027-9）
9：00～13：00予定 ※受 付 8：30～
小学2、
3年生の男女であること。(サッカー経験は問いません)
1チーム選手5人以上10人以下であること。フェアプレーで楽しくサッカーができる事。
※保護者の方は必ず1名、
引率者
（監督）
として参加して頂きます。
■参 加 費 1人500円（スポーツ保険代含む）※お支払いはチーム代表者が人数分をまとめて受付時にお支払下さい。
■商
品 優勝チーム賞 その他
■申込方法 下記のメールアドレス宛に、チーム名、チーム代表者氏名、チーム代表者電話番号、住所、チーム人数、
をご記入頂き、お申込み下さい。※応募者多数の場合は先着順となりますので、あらかじめご了承ください。

メールアドレス y-academy@yamaga-fc.com

■申込期日 6月25日（水）～7月10日（木）までとします。※代表者が下記の応募方法に基き、参加をお申し込み下さい。

上海焼きそば………………¥500

カレーハウス CoCo壱番屋

やきそば よっちゃん

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”
山賊焼カレー…………¥800～
…………¥500

グラン・シャリオ コンパニー

稲

パンケーキ………………¥500

スム ージ ー ………………¥500

塩尻山賊焼の会

山賊焼……………………¥600

バンカラカツカレー………¥700

山賊ックバーガー…………¥600

一口山賊焼………………¥400

メンチカツサンド…………￥600

ホテルブエナビスタ

山雅勝つ！カレーパン
…………¥250
松本山賊焼丼 山雅風
…………￥650

エイワ＆あづみ野菜園

おやき
（野沢菜、なす等）
…………¥200～¥300
五平餅 くるみ味噌
…………¥300

オクトパスファイヤーズ

削りイチゴ………………¥500
イチゴのスムージー………￥500

バナナチョコクレープ
…………¥400
フローズンベリークリーム
…………¥500

ゲーム
ホーム

抽選会

王滝

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

イイダヤ軒

かき揚げそば……………¥550
天玉そば…………………￥500

DONER KEBAB

牛

ジャコス

牛タンつくね串…………￥500

凌駕 movin' on

ソフトドリンク……………¥200

こってり中華そば…………¥700

IRORI EXPRESS

信州ポークの味噌豚丼
…………¥800
信州ポークのロースカツ丼
…………¥850

…………¥500
限定対戦相手カクテル
………¥500～

●すべてのお問い合わせ
松本山雅FC ユースアカデミー事務局

TEL：0263-88-5523

⑲ほし☆スタ

●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
●協同組合 中央経友会様ご提供
キリン一番搾り 350ml缶24本（1ケース）………1名様
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

●株式会社泉精器製作所様ご提供
●有限会社田中屋様ご提供
電動シェーバー IZF-V51-K…………………1名様
雷鳥の里………………………………………5名様
ヘアードライヤー DR-RM73-A（青色）………1名様
●プラス
“1”
賞
●JA松本ハイランド様ご提供
ホームゲームペア観戦チケット（ホーム自由席）……5名様
JA松本ハイランド産 旬な農産物BOX………2名様
●炉端浜焼東京つきぢや村井店様ご提供
●ミサワホーム甲信株式会社様ご提供
2,000円分お食事券………………………10名様
ミッフィー人形………………………………3名様
●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
入浴券………………………………………10名様
キリンメッツグレープフルーツ 350ml缶24本入り……3名様

～永井 堅梧 選手編～

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！
？
Ｑ：永井選手はとても高いですが、何を食べ
GK 31 Kengo NAGAI
て身長が伸びましたか(*'▽'*)？
Ａ：中学生の頃、必ずコンビニでおにぎり2～ Ｑ：世代別代表に選ばれてる堅梧選手ですが、
日の丸のついたユニをきたときの気持ち
3個と飲むヨーグルトを買ってました。練
を教えてください。また、五輪代表は狙っ
習が終わって30分以内に食べるように意
てますか？
識してたのでもしかしたらそれが奏功し
Ａ：日の丸のユニフォームはやはり重みを感
たのかもしれませんね。
じたし、特別ですね。
Ｑ：ダンスのレパートリーはどれくらいありま
それに恥じないプレーが出来るように頑
すか？
張りたいと思います。
Ａ：レパートリーというか、全て即興なので思
そして、サッカーをしている以上、代表は
いつき次第では無限かと・
・
・。笑
勿論狙っています。
Ｑ：GKの先輩の中で、一番優しいのはどなた
Ｑ：最近の勝利をダンスを見て思ったのです
ですか？ また、反対に一番恐いのは!?
が実はがっつり(ダンス部長枠)狙ってま
こちらは、答えられる範囲で…(^-^;)
すよね？？
Ａ：みんな優しいですが、その中でも一番優
しいのは野澤さんですね。一番怖いとい Ａ：そこの枠は道上君が密かに狙っていると
思います。
うか厳しいのは・
・
・裕人さんです。GKの
でも、ダンスより試合で目立てるように
世界も先輩後輩の上下関係は厳しいの
頑張りたいと思います！
！
でこの回答が正解な気がします。笑
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

雅
山 を
新
最 テム ！
！
アイェック
チ

タッチペン 600円（税込）

ヘアバンド 900円（税込）

2wayトートバック

3,000円（税込）
ミサンガ

500円（税込）

松本山雅FCユースアカデミースクールは平日にKids(未就学児)対象の特別スクールを開
催致します！
保育園、幼稚園が終わった後に一緒にボールを使って体を動かそう！
間 7月～10月 1ヵ月に5回～6回開催 ※11月以降は検討中。
場 庄内体育館 (松本市出川1-5-9)
島内体育館 (松本市島内1666-700)
■参 加 費 1人1回500円(当日徴収します)
■対象年齢 保育園生、
幼稚園生(年中、
年長) ※年少は個人差がありますので別途相談致します。
■持 ち 物 室内シューズ、
ドリンク、
ボール(3号ボール) (ボールがない場合はこちらで貸し出しをします。)
■応募方法 松本山雅FC HPから
「申し込みフォーム」
にて参加申し込みを行ってください。

勝

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

■平日Kids特別スクール開催のお知らせ

■期
■会

本日福岡戦のみの限定サービス！
！
「かっちゃん唐揚げ」通常より100円引きの 「博多めんたい重」
500円
400円にて販売します！
明太子＆高菜めし、鶏もつが入った博多
名物いっぱいの弁当です
㉓肉のあづみ野屋
対戦相手ご当地牛串！
「福岡県産牛串」
600円

山雅ジントニック

●選手サイン入りボール………………………1名様 ●スポカフェガレージ様ご提供
御 食 事 券 ……………………………………3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 ●株式会社中島屋降旗米穀様ご提供
※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。
長野県産コシヒカリ洗わないで炊ける「愛を米」2㎏…3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。

本日のみの
特別メニュー
&サービス！

Bar ALPHA

●株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様提供
●ダスキン信州加盟店会様ご提供
詰め合わせセット…………………………10名様
キッチンおそうじセット………………………3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。

グレープフルーツをそのまま器
にし、フレッシュ果汁を美味し
く楽しめる新感覚のフレッシュ
ジュースです！

④居酒屋

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。

●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

ピック
アップ

フード

カジュッタ………400円

ドーナツラボ

カジュッタ（フレッシュジュース）
…………¥400～
ミニドーナツ……………￥400～

あっさり中華そば…………¥600

長野県産黒毛和牛串焼
…………¥500
安曇野放牧豚串焼
…………￥500

当店自慢の「かっちゃん唐揚げ」
は揚げた後に特製タレを絡めて
更に深みをつけました。特別価
格のこの機会にお一つご賞味い
ただけたら幸いです。

ドーナツラボ

串……………………¥400

ドネルケバブ …………¥500～

肉のあづみ野屋

居酒屋 勝

時代遅れの洋食屋 おきな堂

小町ごはん…………………¥600

ピック
アップ

フード

かっちゃん唐揚げ（通常500円）
特別価格…400円

ジェラート ハッチ

ジェラート…………………¥400

荷……………………¥350

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
（14：20～15：10）
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！

ポークカレー……………¥500～

【サイズ】約67×22㎜
【素 材】ポリカーボネート、電導ゴム、ＴＰＥ

ユースアカデミーからのお知らせ

四川乃華

エビマヨ……………………¥550

チーズフライドポテト……¥400

バンビクレープ＆カフェ

■抽選会景品
特賞
（1組2名様）

3.味わいミルク＆オレンジ寒天……………………200円（税込）

「セブン-イレブン スペシャルマッチ」
の一環として、
セブン-イレブン サッカークリニッ
クを開催いたします。【集合時間】15：00
【実施時間】15：30～16：30
【集合・実施場所】
アルウィンサブグラウンド

6月24日（火）～7月5日（土）

焼きたて屋＆SOCO CAFÉ

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

おにぎり……………………¥150

ほし☆スタ

1986/04/16 183㎝/77㎏

6月28日（土）19:03キックオフ フクダ電子アリーナ

豚タン串……………………¥500

黒毛和牛たっぷりカレー
…………¥600
牛めしビビンバ重
…………¥600

1992/11/22 185㎝/84㎏

反町 康治

勝

安曇野小町

18:03

ハーフタイム

居酒屋

五平餅・みたらし団子………¥500

中島屋

前半キックオフ！
！

一般開門

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

ようこそアルウィンへ撮影ボード

拓 1992/07/14 172㎝/65㎏

松本山雅FC監督

0

…ゴミ分別所

タム シイアンツン 1995/05/24 175㎝/64㎏

試合ダイジェスト
第

（ゲート2付近）

16:00

Q：今日の試合で、前半戦21試合が
終了します。
「良い形でハーフターンを終える
ためにも今日は勝ちたいですね。群馬戦を振り返ると、
これまで以上にサポ
ーターの皆さんに一体感を感じました。そうした雰囲気でやれるように今日
も声を枯らして熱く応援していただけると嬉しいですね」

Jリーグ ディヴィジョン2 2014

セブン-イレブンレシート抽選会

ソーセージロール販売（ゲート2付近）

6岩沼

岩上、大久保、最後は飯田！ 千葉の波状攻撃に耐えきり、
3得点で群馬に勝利
フクアリで初勝利！

開始直後は群馬が「予想外」
（ 反町監督）のダブルボランチの並びを敷い
たこともあり、主導権を掴む。しかし、山雅は30分にショートコーナーから
岩上が強烈なミドルシュートで
先制点を奪う。以降の流れは山
雅に傾き、39分にはニアのクロ
スを群馬GKがファンブルする
と、詰めていた大久保が右足で
押し込み追加点。PKを与えて
一時は1点差に縮まるが、終了
間際の88分に飯田がダメ押し
ゴールを決め、3－1で勝利した。

17:25頃

選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

先行入場開始
復活！
！スカパー！出張受付・なんでも
（ゲート1付近）
相談室設置
TEAM AS ONE募金実施

11喜山

ク監督の指揮も2年目になり、積
極的に起用している若手が伸び
ています。注目選手はやはり城後
寿ですが石津大介や金森健志な
どもいて、現在4連勝と絶好調で
す。厳しい試合になることは間違
いありません」

Review of the match
第

16:50頃
アルWIN TV（ピッチおよびオーロラビジョン）

15:30

1神山

今日も声を枯らして熱く応援してください！

Jリーグ ディヴィジョン2 2014

タイムテーブル

15岩間

監督インタビュー

Q：山雅は群馬戦、千葉戦と連勝を果

閉鎖

TEAM AS ONE
募金ブース

【サウスゾーン】

4飯田

早いもので今日が21試合目。ここまで山
三島勇太らが一皮剥けた。また、酒井宣福
4イ
雅は12勝4敗4引き分けで3位につけてい （←新潟）
やイ・グァンソン
（←神戸）
といった
10城後
る。4位・北九州との勝ち点差は7に開き、 新加入組もチームの屋台骨を担う。阿部巧
自動昇格圏内を目指して地固めを進めて
の健闘は山雅サポーターにとっては複雑な
アビスパ福岡 選手一覧
いる途上にある。前半戦終了となる節目の
心境かも知れない。
GK 1 神山 竜一 1984/11/10 188㎝/91㎏
今節、対戦相手はアビスパ福岡になる。
ここまでチーム総得点はリーグ4位の29得
23 清水 圭介 1988/11/25 183㎝/75㎏
点を数えているが、絶対的なストライカー
その福岡、目下4連勝中と絶好調だ。その
25 笠川 永太 1990/10/25 186㎝/82㎏
は存在しない。
しかし、チームの顔とも言え
要因として挙げられるのは2点ある。まず
DF 2 三島 勇太 1994/05/10 168㎝/60㎏
る城後寿を中心に、石津・酒井・金森と各ポ
は3バックへの移行だ。それまでも対戦相
3 阿部 巧 1991/05/26 168㎝/68㎏
4 イ グァンソン 1989/09/06 193㎝/90㎏
ジションの選手たちが満遍なく得点。さら
手や状況に応じてフォーメーションを変え
5 古賀 正紘 1978/09/08 185㎝/79㎏
に左足痛でチームを離れていた坂田大輔
ており、開幕以来4－5－1や4－4－2を敷い
13 パク ゴン 1990/07/11 184㎝/79㎏
ていたが、第16節・札幌戦から本格的に3
の復帰も好材料か。
17 山口 和樹 1986/10/07 186㎝/77㎏
バックを採用。以来、チーム状況は明らかに
好調チーム同士の一戦となるが、ホームの
18 オ チャンヒョン 1989/05/04 182㎝/76㎏
19 堤 俊輔 1987/06/08 179㎝/75㎏
上昇傾向にある。もう1点は若手の急成長。 アルウィンで勝利しないわけにはいかない。
21 武田 英二郎 1988/07/11 173㎝/71㎏
マリヤン・プシュニク監督が昨季から辛抱強
前半戦ラストゲームに競り勝ち、勢いのま
24 光永 祐也 1995/11/29 178㎝/68㎏
く起用を続けてきた石津大介や金森健志、 まに勝負の後半戦へとなだれ込みたい。

Q：今日の対戦相手はアビスパ福岡
になります。
「非常にアグレッシブなサッカー
をしている印象ですね。プシュニ

16:35
長野・山梨ゾーン ゾーンマネージャー
長岡 進作様ご挨拶（ピッチ）

3田中

13パク

好調同士の一戦！前半戦ラストは勝利あるのみ！

たしました。
「ある程度ゲームプランどおりに
進められたものの、千葉戦は厳し
い試合になりましたね。特に後半
は千葉がかなり前がかりに出てき
て、中盤も最終ラインに吸収され
るように下がってしまいました。最
終的には非常に重みのある虎の
子の1点になりました」

スカパーブース

ワンタッチパス

ホームスタジアム：レベルファイブスタジアム
活動区域／ホームタウン：福岡県／福岡市
クラブマスコット: 愛称「アビーくん」
Ｊリーグ加盟年: 1996年
代表取締役社長：野見山 篤
監
督：マリヤン プシュニク

Q：ブラジルW杯、日本代表はグルー
プステージ敗退となりました。
「非常に残念な結果ですね。アジ
アでは頂点にいても、世界相手で
はまだまだやらなければならない
ことがたくさんある。これが現段
階の日本の力であることを認識し
ないといけないでしょう。もう一
度“日本らしさ”
をどうするか、底
辺からもう一度考える必要もある
のではないでしょうか。長い時間
がかかるかも知れませんが……」

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！
！

…喫煙所
ワンタッチパス

（後）

【サイズ】
約16×300㎜
【素材】ポリエステル
【サイズ】約10×20㎝
頭周40㎝

※伸縮性があるのでサイズ
多少前後します。

【サイズ】
約31×37×31㎝
【素材】合皮

【素 材】コットン100％

【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
※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。

（前）

【サイズ/価格】130・150/3,800円（税込）
S・M・L・LL/4,200円（税込）
【素材】ポリエステル100％
【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。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

