
この悔しさ、歯がゆさ
をぶつけていきます

Q：ここまでの試合を振り返ると、シュート数では相手を上回るなど内容は決して悪くあ

りません。しかし勝利という結果に結びついていない印象です。

「やはりサッカーは点
を取らないと勝てませ

んし、先に点を取られ
ると厳しい展開を強い

られるという大前提
があります。振り返っ

てみると失点の仕方
も良くなく、チャンス

で取

れずに良いリズムに
出来ませんでした。た

だ点を取ることの出
来る時間帯は、これま

で

以上に増えています
。また試合途中から入

った選手が大きく流
れを変えて、得点場面

に

絡む場面も多くなって
いることは感じていま

す」

Q：これからの反撃態勢を整えるうえで、必要なものは何でしょうか？

「1ヶ月に渡って勝ち
がないという状況に

なりますが、J1昇格を
果たした2014シーズ

ンも

勝利のなかった月が
ありました。そこで感

じた悔しさや歯がゆ
さを、どこかでぶつけ

て

いきたい。4月以降か
らの反撃態勢を強め

るためにも、我々の持
っている力を出してい

き

たいですね」

Q：岡山戦から岩上祐三選手、町田戦から山本大貴選手が復帰を果たしました。選択肢

が増えるという意味でも負傷者の復帰はプラス材料ではないでしょうか？

「最終ラインに負傷
者が出ていて不安定

な部分もありますが
、その他のポジション

では

選手間競争も激しく、
練習から手を抜くこと

の出来ない状況にな
っています。相手を見

据

えて戦略を立てる上で
、選択肢があることは

今までにはなかったこ
とだと思います」

Q：今日はアルウィンでの今季初試合となります。芝の全面張り替えが行われるなど、新

たな楽しみも多いのでは？

「先日の岡山戦でも
LED看板のお披露目

がありましたが、芝の
全面張り替えがされ

た

ことでファンやサポー
ターの皆さんには新

たな雰囲気を感じて
ほしいと思います。こ

こ

数年はシーズン中盤
から芝の状態が厳し

くなっていましたが、
それを解消するため

にも

各関係者の方々が動
いてくれたわけですか

ら、我々としては少し
でも質の高いプレー

を

見せることを約束しま
す」

Q：県外での試合が続くなかでも、多くの山雅ファン、サポーターが応援に

　 詰め掛けました。

「常々、試合前のミー
ティングではサポータ

ーの皆さんの話をして
います。

この声援を当たり前と
思わず、感謝しながら

プレーしないといけま
せん。

そのために良いゲーム
をして、歓喜を共に迎

えたいと思います」

芝の張り替え工事も
済み、ついにアルウィ

ンでの今季初試合。
多くの新戦力の加わ

った“ニュー山雅”が、
松本で

お披露目されます。7
年目の指揮を執る反

町康治監督に、ここま
での戦いや今節への

意気込みを聞きまし
た。

監督 

反町 康治
          Yasuharu SORIMACHI

MDP 4.1 13:00 KICK OFF!第7節
VS 大宮アルディージャSU
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対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム : NACK5スタジアム大宮
●活動区域／ホームタウン : 埼玉県さいたま市 
●クラブマスコット : 愛称「アルディ」「ミーヤ」
● Jリーグ加盟年 : 1999年　●社長名 : 森　正志　●監督名 : 石井　正忠

第7節 大宮アルディージャ

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

2018/3/25
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 第８節  4月8日㈰
14：00 カマタマーレ讃岐
 アルウィン
 第９節  4月14日㈯
14：00 ヴァンフォーレ甲府
 山梨中銀スタジアム
 第10節  4月22日㈰
14：00 モンテディオ山形
 アルウィン
 第11節  4月28日㈯
17：00 愛媛 FC
 ニンジニアスタジアム
 第12節  5月3日㈷
14：00 水戸ホーリーホック
 アルウィン
 第13節  5月6日㈰
18：00 FC 岐阜
 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
 第14節  5月12日㈯
14：00 ツエーゲン金沢
 アルウィン

vs FC町田ゼルビア

3月21日㈬18:00 町田市立陸上競技場

FC町田ゼルビア VS 松本山雅FC

2 0前半0
2後半1 1

町田との雨中の一戦は、終盤の2失
点に屈す

第5節

GK 1 加藤　順大 1984/12/11 180㎝/80㎏
21 塩田　仁史 1981/05/28 185㎝/78㎏
22 笠原　昂史 1988/11/21 191㎝/83㎏
32 加藤　有輝 1997/09/20 188㎝/80㎏

DF 2 菊地　光将 1985/12/16 182㎝/74㎏
3 河本　裕之 1985/09/04 183㎝/74㎏
4 山越　康平 1993/05/04 183㎝/78㎏
5 中村　太亮 1989/07/19 183㎝/68㎏
6 河面　旺成 1994/05/03 183㎝/76㎏
13 渡部　大輔 1989/04/19 170㎝/67㎏
19 奥井　　諒 1990/03/07 169㎝/66㎏
25 高山　和真 1996/07/14 179㎝/73㎏
35 キム ドンス 1995/02/21 187㎝/84㎏

MF 7 三門　雄大 1986/12/26 175㎝/72㎏
8 茨田　陽生 1991/05/30 173㎝/63㎏

15 大山　啓輔 1995/05/07 174㎝/67㎏
16 マ テ ウ ス 1994/09/11 167㎝/69㎏
17 横谷　　繁 1987/05/03 178㎝/72㎏
18 カ ウ エ 1989/05/24 188㎝/86㎏
20 酒井　宣福 1992/11/09 180㎝/78㎏
23 金澤　　慎 1983/09/09 175㎝/70㎏
33 奥抜　侃志 1999/08/11 171㎝/61㎏
39 嶋田慎太郎 1995/12/05 165㎝/60㎏

FW 9 ロビン シモヴィッチ 1991/05/29 199㎝/93㎏
10 大前　元紀 1989/12/10 167㎝/68㎏
11 マルセロ トスカーノ 1985/05/12 184㎝/83㎏
14 清水慎太郎 1992/08/23 175㎝/72㎏
28 富山　貴光 1990/12/26 180㎝/73㎏
34 佐相　壱明 1999/06/16 174㎝/67㎏

大宮アルディージャ選手一覧

※＝ 2種登録

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FC大宮アルディージャ VSVSVSVS

1
守田

4
飯田

2
浦田

9
高崎

47
岩上

22
笠原

9
ロビン シモヴィッチ

14
パウリーニョ

10
大前

4
山越

19
奥井

2
菊地

5
中村

8
茨田

17
横谷

7
三門

16
マテウス

31
橋内8

セルジーニョ

25
前田直

29
下川

6
藤田

シュートシュート

タックルタックル

クリアクリア
インターセプトインターセプト

パスパス

クロスクロス

ドリブルドリブル
ゴールゴール

シュートシュート

タックルタックル

クリアクリア
インターセプトインターセプト

パスパス

クロスクロス

ドリブルドリブル
ゴールゴール

※スタッツは第 6節終了時点のものです。

ホームの大声援を力に変えて、苦しい現状を乗り越えよう！
開幕から6試合が経過し、4引き分け2敗でリーグ20位。山雅は未だ勝ち星のないまま4月に
突入している。可能性は見せているものの歯車が噛み合わず、生煮えの戦いが続いている。
新潟戦や岡山戦のように追いついたものの勝ち越せず、あるいは東京V戦や山口戦のよう
に先制しても守り切れない。全く手も足も出ない状態ではないだけに歯がゆさもあるが、こ
の先に向けての反撃態勢を整えるためにも今は辛抱の時だ。下を向くことなく、前を向いて
進んでいきたい。
今日は待ちに待った、アルウィンでの今季初試合となる。芝の全面張り替え工事も終わり、
ようやくホームスタジアムで戦うことが出来る。長らく県外での試合が続いていたことで難
しい調整を強いられていたのも事実で、ホームでの大声援を力に変えて上昇気流に乗りたい
ところだ。
対戦相手の大宮アルディージャとは、公式戦では初対決となる。それだけに新鮮な気持ちを
抱くファン、サポーターの皆さんも多いのではないかと思われる。大宮は昨季こそ苦しい戦
いを強いられたが、予算規模も大きく、選手層も厚いクラブとして知られる。このオフにも
ロビン・シモヴィッチや三門雄大など J1でも実績を残した選手を獲得し、必勝を期して臨
んでいる。ここまで2勝1引き分け3敗と黒星が先行しているが、強豪であることは間違いな
い。難しい一戦となりそうだがモヤモヤを振り払い、終了後には今季初勝利を共に喜び合え
ることを期待したい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

上位に浮上するためのきっかけにしたい
Q： ホーム開幕戦となった第4節・岡山戦には1万人近くの山雅ファ
ン、サポーターが駆けつけました。

「私も長く監督をしてきましたが、他県でのホーム開幕というのは初
めてのことです。まずはルヴァン杯もあってタイトなスケジュールの
中でも貸していただいた山梨中銀スタジアムさんに感謝したいと思い
ます。山雅ファン、サポーターの皆さんにも時間をかけて来ていただ
きましたが、皆さんの熱い声援によって同点ゴールが生まれたのかな
と感じています。本当にありがとうございました」

Q：ここまで県外での試合が6つ続くというハードスケジュールでした。
「1ヶ月の間、自分の家に帰られない生活は大変なもの。日程を理由に
は出来ないのですが、少し落ち着かず、不安定だったことは否めませ
ん。だからこそ、このアルウィンでの今季初試合を、上位に浮上するためのきっかけにした
いと思っています。そのためにも勝ち点3で終えられるように頑張ります」

Q：今日の対戦相手は大宮アルディージャになります。公式戦で初対決となる相手ですが？
「序盤は J2の水に慣れなかった面もあったようですが、実力的には間違いなくリーグ屈指。
能力の高い選手も多く、シーズン終盤には上位に顔を出してくるであろう強豪だと思ってい
ます。我々としては、そうしたチームにチャレンジャー精神を持って臨まないといけません。
全力を尽くして勝利を目指しますので、本日も熱い声援をよろしくお願いいたします」

関東各地で時
季外れの降雪
となり、町田
市立陸上競技
場も冷たい雨
の降る悪天
候。それでも
ピッチ上の選
手たちはサポ
ーターの期待
に応えるべ
く、町田の攻
勢を体を張って阻止。ここまで無敗と好調を維持す
る町田の勢いに対抗した。しかし0-0で迎えた後半
は得点機を決めきれないでいると、74分そして81
分と町田に連続失点を許してしまう。反撃のため攻
撃的選手を投入し、87分にセルジーニョのゴール
で一矢報いた山雅だったが、あと1点が遠かった。

vs レノファ山口FC

3月25日㈰15:00 維新みらいふスタジアム

レノファ山口 FC VS 松本山雅FC

2 0前半1
2後半1 2

試合終了間際の悲劇。またも今季
初勝利ならず

第6節

開幕から未勝
利の続く山雅
は、 中3日の
遠距離アウェ
ーにも関わら
ず、序盤から
アグレッシブ
な姿勢を見せ
る。前半終了
間際の43分
には永井が負
傷交代すると
いうアクシデントもあったが、入ったばかりの高崎
のゴールで先制に成功。1点リードで突入した後半
も岩上が追加点を挙げるなど優位に進めたが、後半
アディショナルタイムに悲劇が起こる。90＋1分に
1点を返され、その1分後には同点弾を決められて
しまい、またも白星ならず。

チーム内
得点ランキング
ロビン シモヴィッチ 3
大前 元紀 2
菊地 光将 1
嶋田 慎太郎 1
マテウス 1

チーム内
得点ランキング
岩上 祐三 2
セルジーニョ 2
高崎 寛之 1
永井 龍 1



2ゲート
階段上エリア
2ゲート
階段上エリア

臨時喫煙所
（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。

総合案内所
（迷子・落し物）

当日券発売所
シーズンパス販売所

クラブガンズ会員受付・＋1
キャンペーンサポートブース

ユニフォーム
ブース

喫煙
エリア

Jリーグアプリ
登録ブース

信濃毎日新聞社
ブース

喫煙
エリア

グッズ販売所

信濃毎日新聞社
号外車（試合終了後）

グッズ販売所

スロープゲート 後援会ブース・
ながぎんブース

サウス
ゾーン
エリア

サウス
ゾーン
エリア

メインスタンドエリアメインスタンドエリア

「ガーデンテラスエリア」「サウスゾーンエ
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。 

会場外販売について

ガーデンテラス
エリア
ガーデンテラス
エリア

（購入は会場外）（購入は会場外）

AED設置場所

Yellステーション

311

通行禁止

ファンパーク（12号広場）案内図

先行入場抽選会先行入場抽選会
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入
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ー
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乗り場
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31

29
30

28

3ゲート
エリア
3ゲート
エリア

10

11

12

グッズ
販売所

バックスタンドエリアバックスタンドエリア
13 14 1615❹

ゲ
ー
ト

17

184ゲート
エリア
4ゲート
エリア

4ゲート
会場外エリア
4ゲート
会場外エリア

エキサイティングピッチシート（指定席）

1 喫茶山雅 2 エイワ 3 Soraya 4 四川乃華 5 DOUBLE MOUNTAIN 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

全緑、登頂！ソーダ
 ¥500
喫茶山雅カレーパン
 ¥250
ホットコーヒー ¥400

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

チキンステーキサンド
 ¥750
ホットドック ¥600
チーズドック ¥700
フライドポテト3種の味 ¥400

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
特大 !フランクフルト
  ¥500
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 Halu iro 10 工房ぬくもり 11 トラットリア・ジラソーレ 12 グラン・シャリオ・コンパニー 13 とり吉。 14 王滝 15 韓国食堂 HANA 16 ホテルブエナビスタ・モスバーガー

タコライス ¥750～
ピタパン ¥500～
フライドポテト ¥300
自家製ドリンク ¥300～

醤油ラーメン ¥600
味噌ラーメン ¥600
担々麺 ¥600
鬼煮干しラーメン ¥600
ぬくもりうどん ¥500

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 ¥750
焼きそば ¥500
ハーブフランク ¥500

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

17 やきそばよっちゃん 18 Sonnen blume Grill House 19 肉のあづみ野屋 20 ソースかつ丼明治亭 21 凌駕 movin'on 22 ほし☆スタ 23 IRORI EXPRESS 24 LIVE’S KICHEN kurekino

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

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

ゆず胡椒と炭火焼き鴨そば
 ¥750
鶏白湯そば ¥750～
あごだしラーメン ¥800
信濃うどん ¥650

25 DONER KEBAB 26 駅そばイイダヤ軒 27 クレープショップサニーズ 28 第一会舘 29 ターメリック 30 Dolce ViVi 31 安曇野小町

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

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

チョコバナナ ¥400
チョコバナナクリーム
 ¥500
ブルーベリークリーム
 ¥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

カレーセット ¥800
タンドリーチキン
 ¥600
トムヤムクンヌードル
 ¥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



4.84.8 VS カマタマーレ讃岐
@アルウィン@アルウィン14：00 KICK OFF14：00 KICK OFF

SUNSUN

フレッシャーズ！フレッシャーズ！フレッシャーズ！
松本山雅FCは新生活を始める皆さんを応援します！

次回ホームゲーム

集まれ集まれ集まれ

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

9:50～  アイカムプレゼンツ×松本
山雅 FC　前園真聖さん
サッカー教室（アルウィン
芝生グラウンド）

10:00  シーズンパス販売開始／ク
ラブガンズ会員受付開始
／プラスワンキャンペーン
サポートブース開始（スタ
ジアム場外サウスゾーン）

  Ｊリーグアプリ登録ブース
開始（4ゲート場外）

  アウェイ甲府戦チケット販
売開始（当日券販売所）

10:30 先行入場開始
  ながぎんブース開始（1ゲー

ト付近）
  信濃毎日新聞社ブース開

始／アンセムジャケット受
注販売受付開始（4ゲート
付近）

  初戦号外（特別号）配布開
始（1・4・スロープゲート）

  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）

11:00 一般開門

11:30～  アルウィン開幕記念！ゲー
トでの選手によるお出迎え
（1・4ゲート）

11:45頃  積水ハウスpresents アル
WIN TV『アルウィン開幕
特別5分拡大！～スペシャル
ムービー放映～』（ピッチ）

12:00～ 神田社長挨拶（ピッチ）

12:03頃～ 山雅後援会支援金贈呈式
 （ピッチ）

12:05頃～  JA全農長野様ベンチコート
 贈呈式（ピッチ）

12:07頃～  株式会社泉精器製作所様
 ベンチシート贈呈式（ピッチ）

12:09頃～  塩尻市長　小口利幸様
 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  セイコーエプソン株式会社 
代表取締役社長 碓井稔様　
キックインセレモニー（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

15:00頃  「なーのちゃん号」試合終
了後の号外配布（スタジア
ム場外サウスゾーン）

4月14日（土）アウェイ甲府戦チケット販売
4/14（土）に開催されるヴァンフォーレ甲府戦（14:00キック
オフ＠山梨中銀スタジアム）の前売券を販売いたします。
【販売場所】当日券販売所　【販売時間】10：00～

Ｊリーグアプリ登録キャンペーン
Ｊリーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」をダウンロードし、
当日スタジアムにチェックインしていただいた皆様を対象に
「選手サイン入り過去シーズン公式試合球」や「Jリーグ25th
ポーチ」、その他松本山雅ＦＣ関連グッズなど豪華賞品があた
るガラポン抽選会を実施します！
【実施場所】Ｊリーグアプリ登録ブース（4ゲート場外）
【実施時間】10：00～ハーフタイム終了まで
※商品がなくなり次第終了となります。

「当日から利用できる！」2018シーズンパス販売
【実施場所】シーズンパス販売所（スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】10：00～13：00

クラブガンズ会員
【実施場所】クラブガンズ会員受付（スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】10：00～13：00
※クラブガンズ特典のオリジナルサコッシュが後日発送になる
可能性がございます。あらかじめご了承ください。

アンセムジャケット“adidas2018 松本山雅Z.N.E. リバーシブルフーディー”受注販売
2/25（日）横浜 FC 戦、3/17（土）ファジアーノ岡山戦の入場時に選手たちが着用したア
ンセムジャケットの受注販売の受付をいたします。ブースにてサンプルを準備しております
ので、お試しいただき是非ご購入をご検討ください。
【販売場所】ユニフォーム販売所（4ゲート付近）　【受付時間】10：30～

ホームゲーム 3戦！スタートダッシュキャンペーン
ホームゲーム開幕戦からの3試合のホームゲームの各試合でご来
場いただいた「シーズンパス会員」と「クラブガンズ会員」を対
象に「2018シーズン公式試合球が1名様に当たる！スタートダッ
シュキャンペーン」を実施いたします。そしてさらに、“＋1企画！”
当選された3名の方には、4/22（日）山形戦にて、キックイン
セレモニーを実施いただきます。まだ未加入の方も当日お申込
みでご参加いただけますので、ぜひこの機会にご入会ください。
 参加条件 
①シーズンパス会員　シーズンパス会員の来場履歴をもとに
抽選。いつもどおり入場時に ICカードをワンタッチパス端
末にかざしていただくだけ！
②クラブガンズ会員　クラブガンズ会員の来場ポイント履歴
をもとに抽選。ワンタッチパス端末に会員カードをかざし
てポイント加算していただくだけ！ 
※当選発表は当選者へのご連絡を持って代えさせて頂きます。
※4/9（月）以降に当選者へご連絡いたします。

“新しく生まれ変わるアルウィン”パネル展
芝生全面張り替えなどが完成し、新しく生
まれ変わった「アルウィン」が大宮戦でお披
露目となります。その完成を記念してパネ
ル展示をアルウィンコンコース内にて行いま
す。芝生の張替で新しく生まれ変わったグ
ラウンドやリニューアルされた設備、その張
替に際して活用された技術など、そして再
利用された芝生が地域に豊かな緑を増やし
ている事例などを是非ご覧ください。
【実施場所】スタジアム場内サウスゾーン時計台下
【実施時間】10：30～

信濃毎日新聞社イベント
● スクラップブック販売＆
　“ハズレなし！ ”抽選会
松本山雅 FCの記事を保存する
のにとても便利な「松本山雅 FC
×信濃毎日新聞社コラボスクラッ
プブック」を販売いたします。当
日ご購入いただいた方は、“選手
サイン入りオリジナルタンブラー”
などがあたる抽選会にご参加いただけます。
【販売価格】1冊800円（税込）B4版・56ページ
【実施場所】信濃毎日新聞社ブース（4ゲート付近）
【実施時間】10:30～
≪抽選会景品≫
・ 松本山雅FC選手サイン入りオリジナル
　タンブラー …………………… 20名様
・2017テディベア……………… 20名様
・信濃毎日新聞社オリジナルポストカード
　※右記デザインいずれか1枚

●「なーのちゃん号」試合終了後の号外配布
「なーのちゃん号」により、大宮戦の模様
を印刷した号外（約2,000部）を印刷し、
配布いたします。
【実施場所】スタジアム場外サウスゾーン
【実施時間】試合終了後（15:00頃予定）
※予定数配布次第終了となります。

プラスワンキャンペーンサポートブース
4/8（日）讃岐戦にプラスワンキャンペー
ンを実施いたします！今回はシーズンパ
スホルダーの皆様に松本山雅 FCより
メールを送らせていただき、そのメール
を利用しお友達をお誘いいただくこと
ができます。ご不明な点がある方はこ
ちらをお訪ねください。
【実施場所】プラスワンキャンペーン
 サポートブース（スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】10：00～
 ハーフタイム終了まで

長野銀行イベント 
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】10：30～13：00
●ガラポン抽選会
アルウィン開幕記念！のガラポン抽選会は3つの方法で抽選券
を受け取られた方を対象に実施いたします。
（1） スタジアムバックに事前に封入された抽選券を運よく受

け取られた500名様
（2） 「ながぎんアプリ」ダウンロードしていただいた先着100名様
（3） 「ながぎんアプリ」プッシュ通知を受信し、ブースに来場

いただいた先着100名様
景品 
・反町監督サイン入り オフィシャルイヤーブック ……… 5名様
・ながぎんオリジナルタオルハンカチ ……………… 50名様
・オリジナル山雅箸 …………………………………… 60名様
・ながぎんオリジナルレジャーシート ……………… 50名様
・ながぎんオリジナルタオルマフラー ……………… 50名様
・オリジナルクリアファイル（ガンズくん・緑） …… 30名様
・オリジナルクリアファイル（ガンズくん・白） …… 30名様
・オリジナルクリアファイル（松本山雅 FCエンブレム・緑）
　………………………………………………………… 30名様
・ポケットティッシュ …………………………………395名様
● 長野銀行 LINE「お友だち」登録で「オリジナル山雅壁紙」
プレゼント
●山雅川柳募集・小冊子の配布
2017シーズンのホームゲーム会場（アルウイ
ン）および2018年1月の新体制発表会会場の
「松本山雅川柳」で、ご応募いただいた作品が
一冊の冊子にまとまりました。この冊子をお配
りいたします。



OFFICIAL 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時より販売開始となります。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWING

前田直輝の
座標

N35.8646473,E139.7095225 （埼玉県さいたま市　大間木公園サッカー場）
　物心がついたときから毎朝、父親とサッカーの練習をして
いた場所です。朝６時に布団をバッとめくって起こされて、１
時間くらいやっていました。延々とドリブルをしたり、時々幼
なじみの友だちが付き合ってくれるときは１対１をしたり、父
親に怒られて泣いていたり。夏場で本当にキツいときは隣
のゲートボール場にわざとシュートをふかして取りに行きつ
つ２、３分休むような悪知恵も働かせていました（笑）。
　当時は憂鬱だった時もあったけど今ではいい思い出
で、それがなければ今の自分はないと思います。俺から
サッカーを取ったら何もなかったし、「プロにならないとい
けない」という思考回路に自然と変わりました。
　今でも前田家の元日はここからスタートするのが恒例
行事です。初日の出の30分くらい前に行って６歳上の兄
とサッカーをして、それを母親と姉も見に来ます。父親に
は新年の目標を言うのがならわしになっていて、昔から

「高円宮杯で優勝する」「トップチームに昇格する」と一年
の計を立てていました。
　今は自分も父親になって息子がいますが、同じことがで
きるかといったら…ちょっとムリですね（笑）。本気で「パパ
みたいになりたい」って言ってくれたら頑張りたいけど、そ
のためにはＪ１でプレーしていた方が格好良いので、その
意味でもＪ１に昇格したいです。

※オンラインショップ、オフィシャルショップ全店で同日より取り扱いを行う予定です。

ベースボールシャツ（2018）
 4,300円（税込）
【サイズ】S、M、L、LL
【素　材】ポリエステル
※ お一人様1つまでの購入とさせてい
ただきます。

NEW
EDWIN
デニムレジャーバッグ  3,900円（税込）
【サイズ】約28×13×20cm
【素　材】ポリエステル

NEW

ボックスティッシュケース
 1,950円（税込）
【サイズ】約H55×W265×D130mm
【素　材】ポリエステル

NEWスパイクキーホルダー
 1,000円（税込）
【サイズ】全長約125mm
【素　材】合皮
【生産地】メキシコ
※ 手作りのため一つずつ風合いが異な
ります。あらかじめご了承の上、お買
い求めください。

NEW

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「桑製品」の詰め合わせセット 1名様
　池田町産「豆腐製品」詰め合わせセット 1名様

スポンサー様ご提供景品
●JA 全農長野様ご提供
　6種のりんごジュース（りんごジュース6缶セット）  20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。



2018年3月31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 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

MF 5
Yudai IWAMA

岩間 雄大
1986/02/21
178cm/69kg
V・ファーレン長崎

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 35
Daiki MORIMOTO

森本 大貴
1995/09/15
184cm/74kg
関東学院大学

DF 36
Yuki MUTO

武藤 友樹
1995/05/09
174cm/65kg
法政大学

MF 17
Takaaki SHICHI

志知 孝明
1993/12/27
177cm/70kg
福島ユナイテッド FC

MF 10
Kohei KUDO

工藤 浩平
1984/08/28
166cm/63kg
サンフレッチェ広島

MF 8
SERGINHO

セルジーニョ
1990/12/03
166cm/62kg
セアラーSC（ブラジル）

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 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg
大宮アルディージャ

MF 25
Naoki MAEDA

前田 直輝
1994/11/17
175cm/66kg
横浜 F・マリノス

MF 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 37
Mitsuo YAMADA

山田 満夫
1994/05/26
174cm/66kg
仙台大学

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

FW 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg
鹿島アントラーズ

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

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 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg
愛媛 FC

MF 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

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

SUPPORTERS

※ 3/31 時点登録選手
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