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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

Junto MATSUSHITA

松下 純土

29

1991/05/03
180㎝/66㎏

MF

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㎏

PARK Kwang Il

パク カンイル

24

1991/02/10
173㎝/65㎏

MF

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

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年7月25日現在）

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㈱、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、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㈱、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

高校・大学時代に名を轟かせた技巧派MF。過去2度の
大きな怪我に見舞われながら、その都度立ち上がり、つい
に夢見たプロの世界へ。天皇杯2回戦では待望の初得点
を挙げるなどブレイク間近のMF椎名伸志選手の登場です。

Q：天皇杯2回戦で初得点。まずはその感想をお願いします。
「公式戦に入って初めてのゴールで率直にうれしかったですね。ただ、試合
内容を振り返ると、前半はアグレッシブにボールに奪いに行けずに苦しい
展開になりました。後半になると少し奪うことができるようになりました」

Q：早いものでプロ初年度も半分を消化しました。
「個人的にはリーグ戦は途中出場が多く、与えられた時間のなかでやらなければ
ならない仕事がありました。勝っている展開では守備面などチームとしての約束事
があるし、押されている展開ではゴールなど得点に絡む仕事を求められます。自分
のなかではポイントを掴めつつあるというか、フィーリングは合ってきました。あとは
リーグ戦でも結果を出していきたいですね。シャドーとボランチとで大きく役割が変
わるわけではありませんが、やはりシャドーはゴールに近いポジションで、ゴールに対
しての意識は少なからずあります。何らかの形でゴールに絡んでいきたいですね」

Q：天皇杯での得点が自信に繋がったのでは？
「天皇杯で結果を出したといっても、状況が劇的に変わったわけではないと思っています。
これからも日々のトレーニングから積み重ねていって、いつ出番が来てもいいように最高の準
備をして試合に臨むだけです。サッカーは11人だけでやるわけではないので」

Q：今日の対戦相手はロアッソ熊本になります。
「流通経済大学の同期だった中山雄登選手が中心選手として活躍している印象がありますね」

Q：やはり同年代で同じ立場の選手の存在は気になるものでしょうか？
「J2の他チームを見ても、主力として活躍している選手が大勢います。そこまで気にすることはしませ
んが、やはり自分にとって刺激になるというか『なにくそ』という気持ちにはなります。自分も今日の試
合で出場機会があれば、上手くいかない場面でも常に熱く応援してくれるサポーターの皆さんの声を力
に変えて最高の結果を出したいと思います。今日も一緒に頑張りましょう！」

最
高
の
準
備
を
し
て

　最
高
の
結
果
を
！

Matchday Vol.13
2014 OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM

WED
Jリーグ ディビジョン2 2014 第24節7.30 19:00 KICK OFF! VS ロアッソ熊本



試合ダイジェスト　

勢いに勝る東京Vに苦戦も、
「負けなかった」

Review of the match

「（得点の場面は）いーさん（飯田）には
マンマークが付いていたと思うが、監督
の分析で東京Vのセットプレー時の守り
方がデータとして入っていた。トレーニ
ングからやっていた形で、狙い通り。点
を取れて良かった」

「負けなかっただけよかった。東京Vには
若手が多く、勢いに乗ったら大変だと
思っていたが乗せてしまった。先に失点
したら苦しくなるので、無失点に抑えよ
うと思っていた。危ない場面もあったが、
体を張って守ることができた」

DF 13
犬飼 智也 選手

GK 21
村山 智彦 選手

vs 東京ヴェルディ

対 戦 情 報

監督インタビュー

Jリーグ ディヴィジョン2 2014

1 畑 10養父

2黒木

38橋本

4園田

ロアッソ熊本 選手一覧
GK

DF

MF

MF

FW

14
19
22
26
27
28
30
33
34
38
39
3

17
20
24
25
36

1
18
21
＊ 
4
5
6
7

15
23
32
2
8
9

10
11
13

畑　　実    1989/03/30 193㎝/77㎏
永井　建成 1995/07/07 185㎝/80㎏
金井　大樹 1987/12/08 185㎝/75㎏
八木　大政 1997/12/16 177㎝/64㎏
園田　拓也 1984/11/23 180㎝/71㎏
矢野　大輔 1984/10/26 181㎝/77㎏
篠原 弘次郎 1991/07/20 177㎝/77㎏
片山　奨典 1983/09/08 169㎝/68㎏
森川　泰臣 1994/09/27 174㎝/71㎏
藏川　洋平 1977/08/10 173㎝/70㎏
藤本　大　 1990/05/02 180㎝/75㎏
黒木　晃平 1989/07/31 175㎝/70㎏
原田　拓　 1982/10/27 179㎝/72㎏
ファビオ　 1990/08/27 190㎝/74㎏
養父　雄仁 1984/05/24 176㎝/71㎏
藤本　主税 1977/10/31 168㎝/68㎏
大迫　希　 1990/11/27 173㎝/62㎏

岡本　賢明 1988/04/09 170㎝/65㎏
五領　淳樹 1989/12/13 171㎝/63㎏
吉井　孝輔 1986/03/19 174㎝/72㎏
山崎　侑輝 1990/04/21 168㎝/67㎏
中山　雄登 1991/04/11 163㎝/56㎏
キム ジョンソク 1994/01/03 179㎝/65㎏
仲間　隼斗 1992/05/16 170㎝/64㎏
上村　周平 1995/10/15 164㎝/55㎏
キム ビョンヨン 1994/04/25 180㎝/73㎏
橋本　拳人 1993/08/16 179㎝/72㎏
嶋田 慎太郎 1995/12/05 166㎝/58㎏
高橋 祐太郎 1987/10/03 182㎝/75㎏
齊藤　和樹 1988/11/21 178㎝/66㎏
澤田　崇    1991/05/26 170㎝/63㎏
ジョン ミンヒョク 1995/03/13 175㎝/63㎏
パ ブ ロ　 1994/08/30 176㎝/76㎏
巻　誠一郎 1980/08/07 184㎝/81㎏

〔ロアッソ熊本〕

23多々良

〔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 康治天皇杯ではFC東京相手に力試し！

タレント揃いの熊本攻撃陣。勝利のため、狙うは先制点！

＊＝２種

夏、真っ盛り。日中は30度を超え、強い日
差しが照りつける今日この頃。7月最終戦
の対戦相手はロアッソ熊本になる。前節・東
京V戦から中3日の過密日程となるが、幸
運にもホーム連戦。地の利は山雅にあり、
このホームアドバンテージを最大限に生か
して勝ち点3を手中にしたいところ。平日
ナイトゲームではあるが、いつも以上の声
援をピッチ上の選手たちに届けたい。
熊本の現況だが、ここまで6勝8敗9引き
分けで17位。しかし、試合内容そのものは
悪くなく、チームのベクトルは間違ってい
ないことがうかがえる。今季から就任した
小野剛監督はJクラブや代表での指導経
験を持ち、若手選手の育成に定評がある。
またスカウティング力もリーグ屈指の知将

だ。前節・水戸戦では2－1で7試合ぶりの
勝利を飾り、士気も高まっている。
ここ数節、フォーメーションを4-3-3に変
更しており、今日もその並びの可能性は高
い。注目すべきは攻撃陣の能力の高さだ。
中盤の底でビルドアップする養父雄仁を中
心に細かくボールを繋ぎながら相手ディフ
ェンスを崩すスタイルで、前線には成長著
しい本格派ストライカーの齊藤和樹と新卒
ながらチーム得点王のドリブラー澤田崇が
虎視眈々とゴールを狙う。そして試合後半
になると元日本代表の巻誠一郎が投入さ
れ、くさび役を担って攻撃を活性化させて
いる。失点数の多さが上位進出を妨げて
いる最大要因だけに、まずは先制点を得て
熊本の出鼻を挫きたい。

と。次の対戦相手はFC東京にな
りますが、J1クラブ相手に力試し
をしたいと思います」

Q：今日の対戦相手はロアッソ熊本
です。

「去年とは全く違うサッカーをし
ていますね。一つ一つのプレーが
はっきりするようになったのは小
野剛監督の指導の賜物でしょう。
前線の選手も地味ながら日増し
によくなっている印象です。難しい試合になると思いますが、ホームで連戦
ができるというメリットを生かして頑張ります。本日も熱い声援をよろしくお
願い致します」

Q：旧聞になりますが、ブラジルW杯
はドイツが優勝しました。
監督から見てどのようなチームで
したか？

「準決勝のブラジル戦は、見始め
てすぐに『5－0くらいになるな』
と思いました。結果的にブラジル
は7失点しましたが、我々も昨年
7失点した経験があるのでその気
持ちは分かります（苦笑）。ブラジ
ルは主力選手が欠場しましたが、
万全の状態でも勝てなかったの
ではないでしょうか。それだけ両
チームにはマネジメントの面で差

がありました。ピッチ外の仕事含
めてドイツはそれだけ用意周到に
準備してきたということでしょう」

Q：山雅の話に戻りますと、天皇杯2
回戦で讃岐に勝利しました。

「負傷者の多い事情から初めて
最初から試合に出た選手も何人
かいましたが、オフィシャルゲー
ムフィーリングのない選手にとっ
て大きな財産となったのではな
いでしょうか。平日夜に3回戦が
行われることで日程は厳しくなり
ますが、それは他チームも同じこ
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ロアッソ熊本
ホームスタジアム： うまかな・よかなスタジアム
活動区域／ホームタウン： 熊本県／熊本市
クラブマスコット: 愛称「ロアッソくん」
Ｊリーグ 加 盟 年: 2008年
代表取締役社長： 池谷　友良
監　　　　　督： 小野　　剛

Jリーグ ディヴィジョン2 2014 第24節

第23節 【入場者数】 11,600人　【天候】 晴、中風、気温29.8℃、湿度62%
【ピッチ】 全面良芝、乾燥　【主審】 窪田  陽輔　【副審】 武部  陽介／関谷  宣貴

松本山雅FC 東京ヴェルディ

1 後半 1
0 前半 0

1 1
GK 21 村山　智彦
DF 13 犬飼　智也
DF   4 飯田　真輝
DF  23 多々良 敦斗
DF    3 田中　隼磨
MF 15 岩間　雄大
MF   6 岩沼　俊介
MF 11 喜山　康平
MF   8 岩上　祐三
FW 10 船山　貴之
FW   9 サ　ビ　ア
GK 25 白井　裕人
DF 14 玉林　睦実
MF 17 ユン ソンヨル
MF 26 道上　隼人
MF  27 飯尾 竜太朗
MF 34 椎名　伸志
FW 20 山本　大貴

交　代

得点者

警　告

サビア（65分）→山本
岩  間（80分）→玉林

STARTING MEMBER
SUBSTITUTE

7月26日（土）18:04キックオフ 松本平広域公園総合球技場
Jリーグ ディビジョン2  2014  第23節 

GK 31 キローラン 菜入
DF 23 田村　直也
DF  5 金　　鐘必
DF 15 井林　　章
DF 24 安在　和樹
MF  2 吉野　恭平
MF 14 鈴木　　惇
MF 22 澤井　直人
MF 16 南　　秀仁
FW  9 常盤　　聡
FW 33 杉本　竜士
GK 32 ポープ ウィリアム
DF 20 田中　貴大
DF 27 舘野　俊祐
MF 28 楠美　圭史
MF 34 安西　幸輝
FW 45 永井　秀樹
FW 25 平本　一樹

吉野（46分）→安西
南　（68分）→永井
常盤（85分）→平本

杉本（75分）犬飼（81分）

澤井（51分）
田村（85分）

試合後の各選手から「負けなかった」という言葉が聞かれたように、
勢いに勝る東京Vに苦しめられた一戦だった。前半は得点のチャンス
こそあったが生かしきれず、後半は安西を投入して中盤を活性化さ
せた東京Vに劣勢を強いられ
る場面も。75分には杉本の
ゴールで先制を許すが、飯田
を前線に上げるパワープレー
で得点への意欲を打ち出し
た。迎えた81分、CKから犬
飼のヘディングシュートで同
点に追いつき、1－1のまま
試合終了。

【
サ
ウ
ス
ゾ
ー
ン
】

入場ゲート

…喫煙所 …ゴミ分別所

ポスター販売ブース

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

タイムテーブル
18:25頃

選手紹介
18:48頃

ハーフタイム

試合終了

19:49頃～（15分間）

20:49頃

選手入場

選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

18:59

前半キックオフ！！
19:04

後半キックオフ！！
20:04頃

16:30

一般開門
17:00

先行入場開始
エプソン「スマートキャンバス」の展示
／MOVERIO（モべリオ）BT-200視聴
体験会　　　　　　　（ゲート1付近）
フォトサービス整理券配布開始
　　　　　　　　　　（ゲート1付近）
オリジナルポスター・タペストリー販売
　　　　　　　　　  （ゲート1付近）
オリジナルビニールバッグプレゼント
／大判写真パネル展示
  （ゲート1、ゲート4、スロープゲート）
くまもん来場！（ゲート2付近、②17：50～）

スカパー！出張受付・なんでも相談室設置
　　　　　　　　   （ゲート2付近）
松田直樹メモリアルグッズ販売
　　　　　　　　　　（ゲート2付近）

17:50頃

アルWIN TV（ピッチおよびオーロラビジョン）

くまもん ピッチ一周

熊本県PR
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

クラブガンズ会員
申込記入所

ようこそアルウィンへ撮影ボード

松田メモリアル
ブース

スマートキャンバスブース
フォトサービスブース

スカパーブース

先着9,000名の来場者の皆様に「エプソンデー限定！オリジナルビニールバッグ」をプ
レゼントいたします。

エプソン販売株式会社様のご協力のもと、選手と一緒に記念撮影ができるフォトサー
ビスを実施します。お客様の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどで撮影し
ますので、参加希望者は忘れずにご持参ください。希望者には会場で写真をプリント
アウトしてプレゼントいたします。ゲート1付近に設置されるエプソンフォトサービス
テントにて先着80組に整理券をお配りします。　
※参加選手は当日発表となります。ご了承ください。

今シーズンの激闘の様子をポスターとタペストリーにして販売いたします。それぞれ
サイズは5種類あり、価格は以下の通りです。第3節～第21節ホームゲームのエスコー
トキッズ＆選手集合写真も購入できますのでこの機会をお見逃し無く！

ポスター　　
　B3/2,500円　B2/3,500円　B1/4,500円　A2/3,000円　A1/4,000円
タペストリー　
　B3/4,500円　B2/5,500円　B1/6,500円　A2/5,000円　A1/6,000円

ワンタッチパス

入場者先着7000名にうちわ配布入場者先着7000名にうちわ配布

くまもん来場!くまもん来場!

スカパー！出張受付・なんでも相談室設置

ハーフシーズンパス販売所ハーフシーズンパス販売所

【実施場所】ゲート2付近　　【実施時間】16：30～

※準備数が無くなり次第終了いたします。あらかじめご了承下さい。

※次回ホームゲーム（8/10 か 8/24 のどちらか）にてお受取が可能です。
※宅配便をご希望の方には後日発送させていただきますが、別途送料がかかります。
※代金引換もご利用出来ます。（送料に加えて代引手数料がかかります。）

※1回あたりの出演時間は25分程度を予定しております。

白熱のシーズン後半戦をホームはアルウィン、アウェイはスカパー！で観戦しましょう！
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！

松田直樹 メモリアルグッズ販売
財団法人松田直樹メモリアル様がグッズ販売を行います。

【ゲート1】 【ゲート4】 【スロープゲート】から入場された、先着7000名様に「2014松本
山雅FC応援うちわ」を配布致します。 暑い夏を松本山雅応援うちわで乗り切ろう！

☆ご注文いただいた方に第21節ホームゲーム選手スタメンカード（KGサイズ）を1枚プレゼ
ント！ 数に限りがありますのでご注文はお早めに。

「エプソンデー限定！ オリジナルビニールバッグ」プレゼント

シースルーモバイルビューアー「MOVERIO（モべリオ）BT-200」を、エプソンテント
内でご体験いただけます。スマートグラスに映し出される選手からのオリジナルメッ
セージをご覧ください。

MOVERIO（モべリオ） BT-200視聴体験会

EPD Wrist Wear『Smart Canvas（スマートキャンバス）』松本山雅FCモデルをご紹介
します。実際に手にとって確かめるチャンス！豊かな表現力を発揮する電子ペーパー表
示技術（アクティブマトリクスEPD方式）を活用した全く新しいコンセプトでお客様に新し
い時をお届けします。

大人気の熊本県のゆるキャラのくまもんが
アルウィンへ来場します！！
この機会に触れ合ってみてはいかがでしょうか
ハーフタイムにはピッチ上を一周致します。

スマートキャンバス展示ブース

「選手と一緒に記念写真を撮ろう！」 フォトサービス　― 先着80組限定 ―

オリジナルポスター ・ タペストリー販売

【実施場所】ゲート1、ゲート4、スロープゲート
【実施時間】16：30～

【実施場所】ゲート1付近
【実施時間】整理券配布開始16：30～（ゲート1付近に設置のエプソンテントで配布。なくなり次第終了）

【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】16：30～ハーフタイム終了時まで

【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】16：30～試合終了まで

【実施場所】ゲート2付近　　
【実施時間】①16：30～　　②17：50～　　③ハーフタイム（ピッチにて）

【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】16：30販売開始～試合終了まで

2014シーズンもハーフシーズンパスが大好評販売中です。後半のリーグ戦をお得に楽
しむために、ハーフシーズンパスをご購入してはいかがでしょうか。

ゲート1、ゲート4、コンコースの各所に大判の写真パネルを展示いたします。2014
シーズン前半戦の様子を写した迫力のある写真で彩られたアルウィンをお楽しみく
ださい。

フォトサービス撮影時間 17：00～18：00
プリントお渡し期限： ハーフタイム終了時まで 大判写真パネル展示

【実施場所】ゲート1、ゲート4、コンコース　　【実施時間】16：30～試合終了まで

キックオフ前にエプソンサービス株式会社代表取締役社長 瀧澤宏様にお越しいただ
きキックオフセレモニーを行っていただきます。 

キックオフセレモニー

【実施場所】ピッチ上　　【実施時間】選手入場後

エプソンデーを記念して、熊本戦勝利時にはエプソン販売株式会社様より「ホームシ
アタープロジェクター EH-TW5200S」をMVP選手へプレゼントして頂きます。

MVP賞贈呈

【実施場所】ピッチにて　　【実施時間】試合終了後

【実施場所】ゲート2付近　　【実施時間】16：30～

★専用アンテナ+チューナー0円キャンペーン実施中！

ハーフシーズンパス
申込記入所

日頃より松本山雅FCに多大なるご協賛をいただいていますオフィシャルスポンサーの
セイコーエプソン株式会社様、エプソン販売株式会社様のご協力により、「エプソンデー」を開催いたします。

キックオフセレモニー 

【実施場所】サウスゾーン 　　【実施時間】16：00～
※事前に申込書にご記入いただきお持ちいただくと、スムーズにお手続きが可能となります。

エプソンデーエプソンデー

©2010 熊本県くまモン　協力 銀座熊本館

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。

時代遅れの洋食屋 おきな堂
バンカラカツカレー………¥700

メンチカツサンド…………￥600

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

（15：20～16：10）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！

かき氷杏仁……300円

本場の薪窯焼のピッツァを
お召しあがりください。

ホーム
ゲーム

抽選会

四川乃華四川乃華

PIZZA MAQIC BELIIPIZZA MAQIC BELII

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

●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券……………………………………3名様
●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
●JA松本ハイランド様ご提供
　JA松本ハイランド産すいか…………………2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
●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

●エプソン販売株式会社様ご提供
　スマートキャンバス 松本山雅FCモデル……3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。

●株式会社泉精器製作所様ご提供
　電動シェーバー IZF-V51-K…………………1名様
　ヘアードライヤー DR-RM73-A（青色）………1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

Ｑ：松本のスーパーでは普通に売っていないゆず
こしょうをどのように入手しているのですか？

Ａ：柚子こしょうは基本的に我慢してます。ただ
サポーターの方に頂いたものを大事に使っ
てます！

Ｑ：暑さに強そうなイメージのある鐵戸選手！　
松本の夏は好きですか(^_-)？

Ａ：松本の夏は九州に比べてからっとしてて過
ごしやすいので大好きです。紫外線の強さ
は脅威ですけど…

Ｑ：実家に帰った時の癒しは何かありますか？
Ａ：じいちゃんが1番の癒し。あと甥っ子も可愛
いです。

Ｑ：サポーターにして欲しいことはありますか？
（応援中）
Ａ：たまに九州弁で応援してくれると気合いが
入ります。

Ｑ：サッカー選手にならなかったら、なにを職業
にしていましたか？

Ａ：漁師か警察官か自衛隊に入隊。
Ｑ：肉と魚、どっちが好きですか？
Ａ：肉が好きですけど、新鮮な魚の刺身が食べ
たいですね。

Ｑ：米と麦、どっちが好きですか？
Ａ：米！
Ｑ：熊本ん帰っ時な馬刺と辛子蓮根ば食べっで
すか？

Ａ：からし蓮根はあんま好きじゃなかとですけ
ど、馬刺しはよー食べっですよ！うまかもんね
ー熊本の馬刺しは‼

Ｑ：いつも「ニット帽」をかぶっているイメージ
がありますが、野球帽やカンカン帽など他
の帽子はかぶらないんですか？
それぞれ、いくつくらい持っていますか？

Ａ：カンカン帽はよく分からないけど、キャップ
はかぶります。ニット帽は10個くらいですか
ね…ニット帽はかなり似合っとろー俺

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

～鐡戸 裕史 選手編～
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本日熊本戦のみの限定サービス！！本日熊本戦のみの限定サービス！！

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

オクトパスファイヤーズ

ホテルブエナビスタ

ジェラート ハッチ

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

ジェラート…………………¥400

スムージー………………¥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

削りイチゴ………………¥500

イチゴのスムージー………￥500

ジャコス
牛　串……………………¥400

牛タンつくね串…………￥500

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

バンビクレープ＆カフェ
バナナチョコクレープ

…………¥400
フローズンベリークリーム

…………¥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

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

Soraya
山賊バーガー……………¥500

山賊黒酢バーガー………¥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

裏面に保冷剤を入れる
ポケットがついております。

（表面）

（裏面）

【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

1,300円（税込）

保冷剤付き
タオルマフラー

【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/

ジェリーズポップコーン

ピック
アップ
フード

※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。

新感覚！
杏仁豆腐のかき氷。
氷とは違う新食感。ぜひ一度食べ
てみてください。

マルゲリータ…1,000円

パール付きシュシュ メッシュキャップ 【サイズ】約150×900㎜
【素　材】（タオル本体）綿
【付属品】保冷剤3個
【その他】サウスゾーングッズ販売所限定で、500本分の保冷剤を冷凍して販売いたします！
　　　  その他の保冷剤は全て常温の状態で販売となります。予めご了承ください。

3,000円（税込）1,000円（税込）
【サイズ】フリー
【素　材】綿100％（メッシュ部ナイロン100％）

【種　類】2配色、3配色
【サイズ】フリー

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！！

DF 16 　 Hiroshi TETSUTO

㉓肉のあづみ野屋  「熊本和牛串焼」1本600円にて販売！

本日のみの
特別メニュー
&サービス！

※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。


