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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18日現在）

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㈱、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、
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

2014松本山雅FC選手紹介

今季、“1試合の平均失点1.0以下”を目標に掲げ
ているチームにおいて、3バックの一角として堅
守を担うDF飯田真輝選手の登場です。その圧倒
的な空中戦の強さを武器に、守備はもちろん攻
撃でも真価を発揮しています。

Q：前半戦を終えて3位という現在地をどうとらえていますか。
「これが1位だったら『よくやれた』と言えるんじゃないでしょ
うか。ただ重要なのはシーズン最後の時点で何位にいるか。
仮に今1位だったとしても最後にその位置にいなければ意
味がないし、今15位くらいだったとしても最後に1位であ
ればそれはそれで良いと思います。今は自動昇格も狙える
位置にいますし、当然それを狙っていきます。……できれ
ば優勝したい、ですね」

Q：前半戦のベストゲームを挙げるならば？
「どれか1試合挙げるとすれば、開幕戦でしょうか。厳しい
キャンプを経てある程度の手応えを掴むなかで、しっか
りと勝ちきることができた。点を取るべき選手が点を取
って、勝ち方もすごく良かったです」

Q：第7節・栃木戦、第15節・磐田戦と決勝点を挙げ
ています。得点へのこだわりは？
「あれだけ相手ペナルティエリア内に侵入するセンタ
ーバックはいないと思うんですよね。そこで決めて当
たり前とは思いませんが、空中戦の強さは自分の武器
ですから。スタッフからも『点の取れないセンターバッ
クは必要ない』と言われていますし、1点取っても『2
点目取れなかったな』とも言われたりするので（苦笑）」

Q：夏場を迎えて連戦が続きます。天皇杯との並行もハードだと思います。
「だからこそチャンスだと思っています。昨年、一昨年と後半戦の苦しい時期
で勝点を稼ぎましたし、今年の立場でそのような結果を出すことができれば、
自動昇格は間違いない。チャンスを生かすか殺すかは自分たち次第。そこで
色を出していきたいですね」

Q：今日の対戦相手は東京ヴェルディになります。その印象と意気込みをお願いします。
「やはり選手個々の技術レベルは相当高いものがありますね。前田直輝選
手のような若手から、平本一樹選手や永井秀樹選手らベテランも戻ってき
た。乗らせたら危険なので、そこでどうやって乗らせないか。自分たちの
ストロングポイントを出していけば、相手の良さを消すことにもなるはず。
ハイプレッシャーのサッカーを展開して、勝ちたいです」

チ
ャ
ン
ス
を
生
か
せ
る
か
は

自
分
た
ち
次
第

Matchday Vol.12
2014 OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM

SAT
Jリーグ ディビジョン2 2014 第23節7.26 18:00 KICK OFF!
VS 東京ヴェルディ

山雅の勝利に乾杯！

 

      

 



カマタマーレ讃岐

1 0
松本山雅FC

7月12日（土）15:00キックオフ 松本平広域公園総合球技場 第22節Jリーグ ディヴィジョン2 2014

対 戦 情 報

監督インタビュー

vs V・ファーレン長崎
松本山雅FC

0 前半 0
0 後半 2

0 前半 0
1 後半 0 0 2

 V・ファーレン長崎
7月20日（日）18:03キックオフ　長崎県立総合運動公園陸上競技場

前半はボール保持能力に勝る讃岐の前に苦しい展開を強いられ、「サッ
カーをしていない」（田中）45分となった。そこで反町監督は後半頭から
山本を投入するなど修正を図る
と、徐々に流れを取り戻す。そ
の後は一進一退の攻防となる
が、お互いに好機を生かせずに
0－0のまま試合終盤へ。延長
戦突入の気配も漂い始めた85
分、田中のクロスを椎名が頭で
合わせて、ついに均衡を破る。
そのまま逃げ切った山雅が3回
戦進出を果たした。

延長戦突入直前、
椎名の決勝弾で勝利！

vs カマタマーレ讃岐　

31キローラン菜入

14鈴木

16 南

15井林
9常盤

5 金

東京ヴェルディ 選手一覧
GK

DF

MF

MF

FW

8
11
14
17
22
28
34

＊35
＊37
45
9

16
18
21
25
29
33

1
26
31
32
2
3
4
6

13
15
19
20
23
24
27
30
5
7

佐藤　優也 1986/02/10 186㎝/85㎏
柴崎　貴広 1982/05/23 189㎝/85㎏
キローラン 菜入 1992/04/07 187㎝/80㎏
ポープ ウィリアム 1994/10/21 191㎝/81㎏
吉野　恭平 1994/11/08 182㎝/70㎏
ギリャルメ 1993/01/29 185㎝/75㎏
キローラン 木鈴 1992/04/07 185㎝/75㎏
福井　諒司 1987/08/07 180㎝/73㎏
畠中 槙之輔 1995/08/25 184㎝/80㎏
井林　章 　1990/09/05 179㎝/68㎏
森　勇介 　1980/07/24 175㎝/74㎏
田中　貴大 1993/11/22 170㎝/63㎏
田村　直也 1984/11/20 175㎝/70㎏
安在　和樹 1994/08/07 172㎝/68㎏
舘野　俊祐 1993/05/19 175㎝/65㎏
姜　成浩 　1987/05/28 186㎝/80㎏
金　鐘必 　1992/03/09 180㎝/68㎏
ニ  ウ  ド 　1993/08/23 180㎝/75㎏

中後　雅喜 1982/05/16 178㎝/73㎏
前田　直輝 1994/11/17 175㎝/66㎏
鈴木　惇 　1989/04/22 170㎝/68㎏
安田　晃大 1989/08/08 165㎝/60㎏
澤井　直人 1995/04/03 176㎝/69㎏
楠美　圭史 1994/07/25 177㎝/67㎏
安西　幸輝 1995/05/31 172㎝/64㎏
三竿　健斗 1996/04/16 180㎝/71㎏
中野　雅臣 1996/04/09 181㎝/68㎏
永井　秀樹 1971/01/26 174㎝/69㎏
常盤　聡 　1987/05/14 172㎝/64㎏
南　秀仁 　1993/05/05 177㎝/71㎏
高木　大輔 1995/10/14 170㎝/64㎏
菅嶋　弘希 1995/05/11 175㎝/68㎏
平本　一樹 1981/08/18 180㎝/75㎏
北脇　健慈 1991/09/15 174㎝/72㎏
杉本　竜士 1993/06/01 163㎝/61㎏

〔東京ヴェルディ〕

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 康治チームに関わる皆の努力の結集です

後半戦スタート。今の東京Vは開幕戦のチームにあらず！

＊＝２種

2014シーズンのJ2リーグ戦も折り返し地
点に到達。反町監督が口にするように、チー
ム皆の努力の結集により大きな成果を勝ち
取った。ここまで14勝4敗4引き分け（※）で、
自動昇格も充分に望める3位につけている。
ただ、この先に勢いを落としては何の意味
もなくなる。夏の移籍ウインドウで各チーム
が戦力補強に邁進しており、過去の対戦成
績は参考にならない。右肩上がりのチーム
を目指し、後半戦も真価を発揮したい。
後半戦ホーム初戦の相手は東京ヴェルディ
だ。2年目の指揮をとる三浦泰年監督のも
と、今季は下部組織出身の若手選手を中心
とした育成路線に舵を切っており、ここまで
は波に乗れているとは言い難く20位に沈
んでいる。しかし、その実力と順位は比例し

ておらず、過小評価してはならない。前半
戦こそ下部組織育ちの若手選手たちが経
験不足を露呈する場面も多々見られたが、
それから試合経験を積んだことで心身両
面でパワーアップしている。開幕戦では船
山のハットトリックもあり3－1で快勝して
いるが、現在チームの主力として活躍する
安西幸輝と安在和樹の“ダブルアンザイ”、
アタッカーの南秀仁・杉本竜士といった若
手がメキメキと力をつけている。
この点を考慮すると、開幕戦の結果は参考
にならない。パスセンスやボールタッチな
ど個の技術に優れた選手が多いからこそ、
山雅としては持ち味のハードワークで対抗
し、東京Vのサッカーをさせない必要があ
ろう。

したいですね」

Q：今日の対戦相手は東京ヴェルディ
になります。開幕戦では3－1で勝
利したチームですが？

「今は結果が出ているとは言えま
せんが、技術レベルの高い若手選
手が前半戦で試合出場を重ねて
経験を積んでおり、開幕戦とは別
チームと考えています。開幕戦と
いえば、アウェイにも関わらず味
の素スタジアムには多くのサポーターに駆けつけていただき、エネルギーを
貰ったことを思い出します。あの試合のように今日も熱い声援をよろしくお
願い致します」

Q：福岡戦でリーグ戦も半分を消化し
ました。前半戦を振り返っていか
がですか。

「昨年の反省を踏まえて、選手か
らも勝ち点1、得失点差1の重み
に対するこだわりが多く見られて
います。スタートダッシュにも成功
し、上位につけていることで意識
も向上して、高いモチベーション
のなかで練習・準備ができるとい
う相乗効果が生まれています。間
違いなく心身ともに充実している
と言えます」

Q：3位という順位については予想内、
それとも予想外ですか？

「半分が終わった時点で6位以内
に入っていたいと思っていたの
で、この順位も勝点も予想外だと
考えています。J2の他チームの
戦力を見ると、やはりサプライズ
に近いかもしれません。試合内
容も簡単に勝てた試合は一試合
もなく、引き分けの試合をギリギ
リ勝利まで持ち込んだという印
象が強いです。そのなかでこの
位置にいることは、チームに関わ
る皆の努力の結集でしょう。感謝

試合ダイジェスト　

後半の2得点で、
後半戦を白星スタート！
序盤から長崎の攻撃の前にリズムを掴めず、カウンターやセットプレーに好
機を見出すがフィニッシュまで持ち込めない展開。0-0のまま迎えた後半
は流れを引き寄せ、ラインの裏
を狙う攻撃で徐々に得点の匂い
が漂い始める。すると73分に田
中のクロスを多々良がヘディン
グで押し込み、先制。80分には
船山が遠目からのループシュー
トで追加点。2点リードとなった
後も気を緩めず、無失点のまま
終了。良い形で後半戦の幕を開
けた。

21村山

3田中

33杉本
2吉野

24安在

13犬飼

4飯田

9サビア

22澤井23田村 6岩沼

15岩間

11喜山
10船山

8岩上

東京ヴェルディ
ホームスタジアム： 味の素スタジアム
活動区域／ホームタウン： 東京都／東京都
クラブマスコット: 愛称「ヴェルディ君」
Ｊリーグ 加 盟 年: 1991年
代表取締役社長： 羽生  英之
監　　　　　督： 三浦  泰年

Jリーグ ディヴィジョン2 2014 第23節

Review of the match
2回戦

※第21節終了時点

【
サ
ウ
ス
ゾ
ー
ン
】

入場ゲート

…喫煙所 …ゴミ分別所

人権アンケート
ブース

信州山の日PR・南木曽町
災害募金ブース

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

17:25頃

選手紹介
17:48頃

ハーフタイム

試合終了

18:49頃～（15分間）

19:49頃

選手入場

選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

17:58

前半キックオフ！！
18:04

後半キックオフ！！
19:04頃一般開門

15:30

16:00

先行入場開始
ヴェルディくん1日ボランティアスタッフ
　　　　　　　　　　　　（各所）
「山雅ビールガイド」配布（各ゲート）
スカパー！出張受付・なんでも相談室設置
　　　　　　　　  　（ゲート1付近）
「信州山の日」ブース開設／南木曽町
豪雨災害義援金の募金（ゲート1付近）
長野県知事選挙啓発活動（ゲート1・4）
すいか無料配布（ゲート2付近）
人権に関するアンケート（ゲート2付近）
「ビアグラス」販売（南側ゴール裏コンコース）

16:35

アウェイサポーターおもてなし（ゲート3）

八木 益実 支社長ご挨拶（ピッチ）

16:50頃
アルWIN TV（ピッチおよびオーロラビジョン）

JA全農長野
スイカサンプ
リングブース

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

井上ビアグラス販売ブース

スカパーブース

仮面ライダー鎧武×烈車戦隊
トッキュウジャーブース

アルウィンのバックスタンド側ガーデンテラスに机やイスをご用意し、Yamagarden 
Gour-Winの開場前販売時間を通常より長く致します。アルウィン・ビアガーデンではご来
場いただいた皆様にキリン様の製品である「山雅ビール」や「山雅ビールに合う料理」をご提
供致します。また、「山雅ビール」の専門ブースを設置いたしますので、日頃から「山雅ビー
ル」をご愛飲いただいている方もそうでない方も是非この機会に足をお運びください。ま
た、ビアガーデンにミニステージを設置し各種イベントを予定しております。詳細につきまし
ては下記をご覧ください。

3/2に味の素スタジアムにて行われた「開幕戦3本勝負」に敗北した罰ゲームとしてヴェルディくん
がアルウィンでボランティア活動を行います！アウェイクラブのマスコットがアウェイスタジアムでボ
ランティアスタッフとして働くのはJリーグ初（？）の試みです。
ご来場の皆様はボランティア活動に従事するヴェルディくんを暖かく見守ってください！

「劇場版仮面ライダー鎧武サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯（カップ）！」
の公開を記念して、当日来場された小中学生先着3000名様 に、Jリー
グのスタジアムでしか手に入らない限定「ガンバライジングカード」を
プレゼントいたします。

※当日ヴェルディくんはボランティアスタッフとして来場いたします。担当業務に差支えると判断された場合、
　2ショット写真や握手等に応じられない可能性があります。あらかじめご了承ください。

アルウィンでサポーターの皆様に親しまれている「山雅ビール」は、アルウィン以外にも松本
市を中心に様々な飲食店様でふるまわれております。

「山雅ビールを飲めるお店が知りたい！」と思っていた方は本日お配りする「山雅ビールガイ
ド」をご参考にしてみてはいかがでしょう。

ワンタッチパス

ヴェルディくん 1日ボランティアスタッフ！ヴェルディくん 1日ボランティアスタッフ！ Jリーグ開催スタジアム限定「ガンバライジングカード」プレゼントJリーグ開催スタジアム限定「ガンバライジングカード」プレゼント

7月27日は信州山の日 みんなで信州の山・高原に行こう！！7月27日は信州山の日 みんなで信州の山・高原に行こう！！

井上限定商品 「ビアグラス」 を販売！

船山貴之選手 2014J2リーグ戦 5月度
                          「コカ・コーラ Jリーグ月間MVP」表彰式開催

スカパー！出張受付・なんでも相談室設置

南木曽町豪雨災害義援金の募金南木曽町豪雨災害義援金の募金

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

ハーフシーズンパス販売所ハーフシーズンパス販売所

人権に関するアンケートに答えてオリジナルクリアファイルをもらおう！人権に関するアンケートに答えてオリジナルクリアファイルをもらおう！

夏といえばコレ！ すいか無料配布夏といえばコレ！ すいか無料配布

【実施場所】ゲート1付近
【実施時間】15：30～

【実施場所】サウスゾーン 　　【実施時間】14：45～

【実施場所】ピッチ上 　　【実施時間】選手入場後

※お車を運転される方や未成年の方の飲酒は法律で禁止されています。

※イベント内容は予告せずに変更になることがございます。ご了承ください。

※抽選会は景品が無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※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。

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！

各月のリーグ戦（J1、J2）において最も活躍した選手を表彰する「コカ・コーラ Jリーグ 月間MVP」5月
度の受賞選手として松本山雅FCより船山貴之選手を選出して頂きました。
選手入場後にピッチにて表彰式を開催致します。

スタジアムバナースポンサーの（株）井上様が、井上限定商品の「ビアグラス」の販売を行います。
皆様ぜひお立ち寄りください。

【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！

●キリンビールマーケティング株式会社 八木長野支社長ご挨拶（乾杯）
●一番搾りブランドセミナー
●山雅ビールレディー プロモーションタイム
●片山真人 ホームタウン担当×八木長野支社長トークショー
●山雅を愛する太鼓の会による太鼓演奏

入場時にお配りしているスタジアムバッグに封入されております。ご確認ください。

アルウィン・ビアガーデン開催！ 「山雅ビールガイド」配布！

【実施場所】バックスタンド　　【実施時間】12：00～15：00
【ミニステージイベント】

【実施場所】スタジアム内各所　　【実施時間】設営開始～試合終了まで 【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】15：30～

2014年度より7/27は「信州山の日」に制定されました。それにあたりまして長野県の山岳・高原を
PRするブースを設けます。
さらにブースにて「信州山の日クイズ」にご参加いただいた方を対象に抽選会を行います。観光名所
のチケットや特産品、アルクマグッズが当たります。こちらにもぜひご参加ください。

松本山雅FCでは、7月9日に発生した南木曽町豪雨災害によりお亡くなりになられた方へご冥福を
お祈りし、南木曽町の速やかな復旧を願うとともに、被災された方々への支援を目的に下記日程に
て、義援金の募金を実施致します。
当日募金していただいた義援金は、長野県が募集する「7.9南木曽町豪雨災害義援金」を通じて南木
曽町へ送らせて頂きます。

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。

松本山雅FCは長野県人権啓発活動ネットワーク協議会様他と連携して、人権啓発活動に協力させ
ていただいております。当日アンケートにお答えいただいたみなさまに、オリジナルクリアファイル
をプレゼントいたします。

JA全農長野様、JA松本ハイランド様のご提供により、ご来場いただいた方にすいかを先着約2500
様に無料でお配りいたします。夏の風物詩でもある長野県産のおいしいすいかを是非この機会にご
試食ください。

【実施場所】ゲート1付近　　【実施時間】15：30～

【実施場所】ゲート2付近　　【実施時間】15：30～

【実施場所】ゲート2付近　　【実施時間】15：30～

【実施場所】①アルウィン・ビアガーデン
　　　　　②ゲート1（信州山の日ブース）

【実施時間】①12：00～15：00
　　　　　②15：30～18：00

【実施場所】各ゲート　　【実施時間】15：30～準備数配布終了まで
【実施方法】

「山雅の勝利に乾杯！キリンデー」の開催を記念して、キリンビールマーケティング株式会社
長野支社長八木益実様にご挨拶を賜ります。

八木 益実 支社長ご挨拶

【実施場所】ピッチ上　　【実施時間】16：35～16：40

キックオフ前にキリンビールマーケティング株式会社長野支社長 八木益実様にお越しいた
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

★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キリンマーケティング株式会社長野支社様のご協力により、「山雅の勝利に乾杯！キリンデー」を開催いたします。

〔映画情報〕「劇場版仮面ライダー鎧武サッカー大決戦！黄金の果実争奪
　　　　　 杯(カップ)！」大好評公開中

キックオフセレモニー 

【実施場所】南側ゴール裏コンコース　　【実施時間】15：30～

船山選手MVP表彰式

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。

カレーハウス CoCo壱番屋 おさけや
もつ煮込み………………¥500

元祖おさけや本店 からあげ
…………¥400

シュタンベルク
ホットドック………………¥500

焼きソーセージ……………￥350

五目あんかけ焼きそば
…………¥500

豚 ま ん ……………………￥300

DOLCE vivi

ホーム
ゲーム

抽選会

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

●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松本ハイランドすいか……………………5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
●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
●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里………………………………………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
●長野県人権啓発活動ネットワーク協議会様ご提供
　人KENまもる君・人KENあゆみちゃんストラップ……10名様

●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）………5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。
　キリンフリー 350ml缶24本（1ケース） …………10名様
●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
　キリンラブズスポーツ 555ml×24本入り（1ケース）……3名様
　キリンメッツグレープフルーツ 350ml缶24本入り……7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。

●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
●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

Ｑ：兄として、弟の竜太朗選手のかわいい
なと思うところを教えてください。

Ａ：ズバリ、笑顔ですね。
　他にもあるんですけどここではとても

皆さんに言えませんね。笑
Ｑ：サッカー以外で飯尾選手があつくなる

ことはなんですか？？
Ａ：恋愛・・・かな。笑
Ｑ：最近のマイブームはなんですか？
Ａ：柿の種の梅味！！
　完全にハマってます。食べだすと止ま

らなくなるので是非、試してみて下
さい！！

Ｑ：松本山雅公式のページの中の飯尾選
手のニックネームが「イーチャン」で、
飯田選手が「いーちゃん」で同じです。
何か呼び方に違いがありますか？

Ａ：特にないですね。このチームに来てか
らは「いーちゃん」の称号は飯田に譲り
ました。今度からは「かずやん」って呼
んで下さい。笑

Ｑ：得意な料理はなんですか？
Ａ：焼きそば、そしてゴマ豆乳鍋！！めちゃう

まです！！
Ｑ：疲れたときとかの癒しグッズや癒し方

はありますか？？
Ａ：竜太朗の笑顔♡

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

～飯尾 和也 選手編～
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本日東京戦のみの限定サービス！！本日東京戦のみの限定サービス！！

グリーンスムージー「緑の勇者」
　　　　　　　  ……400円

①バーデン・バーデン
　対戦相手の東京Vにちなんだコロッケ、カクテ
　ルを販売します！ 何が出るか当日のお楽しみ！
⑧グラン・シャリオ コンパニー
　ビールご購入の方、先着50名様に「枝豆」を
　プレゼント！
㉓肉のあづみ野屋
　当日限定「東京和牛串焼」 1本700円！

⑬ホテルブエナビスタ
　キリン製品ご購入の方に、「オリジナルコ
　インチョコ」をプレゼントいたします
⑳DONER　KEBAB
　おはしで食べられる「おつまみケバブ」を特
　別価格500円で数量限定で販売します！

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

第一会館

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

工房 ぬくもり
ぬくもり御膳（うどん）

…………¥700
ぬくもり御膳（中華麺）

…………¥700

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

クレープ各種…………¥350～

ソフトクリーム／ジェラート
…………¥350～

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

ポークカレー……………¥500～

山賊焼カレー…………¥800～

本日のみの
特別メニュー
&サービス！

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
！！

【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

600円（税込）
500円（税込）

エアフレッシュナー

800円（税込）
てぬぐい

【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/

【サイズ】直径75㎜
【素　材】紙、スチール

【サイズ】約310×850㎜
【素　材】綿100％

【サイズ】約90×180㎜
【素　材】紙

【サイズ】約340×320㎜
【素　材】ポリエステル
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※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。

和食の技「青寄せ」を使った、ほうれん草
ペーストの無添加スムージーをパイナッ
プル味で仕上げました！

削りイチゴは、氷を一切使わないイチゴ100%！  
練乳かけ放題の本格スイーツ♥
話題沸騰中の削りイチゴ、ぜひご賞味下さい。

削りイチゴ………500円

劇場版「鎧武・トッキュウジャー」製作委員会
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©2014 テレビ朝日・東映AG・東映

サンバイザー
3,000円（税込）

1,000円（税込）

【サイズ】約1,250×570㎜
【素　材】PE、アルミ蒸着、ポリエチレンクロス
【その他】吸盤2個付き、蛇腹状に折り畳み可能

【サイズ】フリー
　　　 （調整用マジックテープあり）

【素　材】綿100％

1,800円（税込）
カーサンシェード

本日アルウィン・ビアガーデン
開催中！

キリンビールを飲んで
盛り上がろう

スタジアムクッション

DF 28 　 Kazuya   IIO

Jリーグ×「劇場版仮面ライダー鎧武/
ガイム・烈車戦隊トッキュウジャー 
THE MOVIE」 缶バッジ（2個セット）


