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地域とともに、

OneSoul!
地域とともに、

OneSoul!ながぎんデーながぎんデー
100％以上の力を発

揮して、目標の達成を
！

Q：リーグ戦も、ちょ
うど3分の1を消化し

ました。ここまでを振
り返って？

「試合を重ねるにつ
れて、チーム状態はド

ンドン良くなってきて
います。キャンプから

試行錯誤してやって
きた部分もありまし

たが、結果がついて
きたことでチームと

して

のやるべきことがハ
ッキリと形になってき

ました。選手も自信
を持って戦えていま

す

し、これから更にチ
ーム一丸となってや

っていけば、自分たち
の目標を達成するこ

と

も出来ると思ってい
ます」

Q：今季のJ2リーグの
印象は？苦戦してい

る強豪チームもありま
すが。

「毎年毎年、混戦に
なってきている印象

があります。各チーム
間の力の差が無くな

り、対戦相手をよく分
析してきているなとも

感じています。J1昇格
は自分たちの大き

な目標ですが、簡単
なことではない。本

当に選手全員が100
％以上の力を発揮し

な

いことには目標達成
は難しいと思ってい

ます。ただ自分たち
ならばJ1昇格は出来

る

と信じていますし、そ
のために毎試合で全

力を尽くすだけです」

Q：今季はボランチの
みならずCBでもプレ

ーしています。

「ボランチとCBでは
役割も違いますが、

まずはボールを繋ぐ
プレーなど自分の良

さ

を与えられたポジシ
ョンで果たしたいと

思っています。空中戦
の強さや対人守備が

求められるCBでのプ
レーには慣れていな

い部分もありますが
、やはりチームの勝利

のために貢献するこ
とが重要。後ろから

見ることで新たな発
見をすることも多々

あ

るので、個人の成長
のためにも頑張りま

す」

Q：今日の対戦相手
はアビスパ福岡にな

ります。どのような印
象がありますか？

「やはり攻守にバラ
ンスのとれたチームで

、前線には強力なア
タッカーがいる印象

が

強いですね。自分た
ちとしては、まずは相

手の良さを消すこと
が大事になる試合だ

と

思っています。最終ラ
インとしてはフィニッ

シャーを抑えないと
いけないし、優れた

キ

ッカーも多いのでセ
ットプレー時の守備

も重要になると思い
ます」

Q：福岡は現在3位に
つけており、昇格争

いのライバルでもあ
ります。

「J1昇格のためにも
絶対に負けられない

試合ですし、ライバル
に

勝つことはリーグの
終盤には大きな意味

を持つと思います。

ホームで戦えることを
力に変えて、試合後

にはサポーター

の皆さんと一緒に喜
び合いたいですね」

第11節愛媛戦からC
Bで4試合フル出場中

。

チーム状況や試合展
開に応じて複数ポジ

ションを任されるなど
、指揮官からの信頼

も絶大の

岩間雄大選手。中盤
戦突入を前に、話を

聞きました。

MF 

岩間雄大
Yudai IWAMA



好守が噛み合い、好調の金沢相手に5-0の大勝！
好調を維持する金沢との一戦
は、 想定外の結果となった。
序盤こそ一進一退の展開だっ
たが、徐々に流れを掴むこと
に成功した山雅は26分に岩上
のゴールで先制すると、32分
にセルジーニョ、38分には今
季初出場初先発の岡本が相次
いで加点する。前半のうちに3点のリードを得ると、後
半も主導権を手放さない。金沢のカウンター攻撃を冷
静に封じつつ、75分と77分にも追加点。守備面でも集
中を切らさなかった山雅が、5-0で大勝を飾った。

MF23
岡本知剛選手
「（38分のゴー
ルは）本当にラ
ッキーなもの
で、『持ってい
るな』と感じました。パウロ
と遜色なくプレーできたと
思うし、他選手との距離感
も悪くなかった。これを継
続して、今後もチームに貢
献できるように頑張ります」

MF8
セルジーニョ選手
「32分のゴール
は上手くカー
ブをかけるこ
とも出来て、狙
い通りに決まりました。（75
分の）PKについては最後の
最後まで相手GKを見ながら
蹴るのが自分のやり方だが、
それも上手く出来ました。神
様に感謝したいと思います」

対戦情報 試合ダイジェスト

●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」「ビビーちゃん」　
●Jリーグ加盟年：1996年　●社長名：川森　敬史　●監督名：井原　正巳

第15節 アビスパ福岡

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 30 ＋12
2 レノファ山口FC 27 ＋6
3 アビスパ福岡 26 ＋8
4 FC町田ゼルビア 25 ＋9
5 ファジアーノ岡山 25 ＋5
6 横浜FC 23 ＋1
7 松本山雅FC 21 +6
8 アルビレックス新潟 20 ＋1
9 徳島ヴォルティス 20 ＋0
10 栃木SC 19 －4
11 ヴァンフォーレ甲府 18 ＋3
12 東京ヴェルディ 18 ＋2
13 水戸ホーリーホック 18 ＋1
14 大宮アルディージャ 18 ＋0
15 ツエーゲン金沢 18 －1
16 ジェフユナイテッド千葉 17 －4
17 ロアッソ熊本 17 －7
18 FC岐阜 16 －1
19 モンテディオ山形 16 －2
20 愛媛FC 10 －12
21 カマタマーレ讃岐 10 －13
22 京都サンガF.C. 9 －10

2018/5/13
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 第16節  5月26日㈯
16：00 徳島ヴォルティス
 鳴門・大塚スポーツパーク
  ポカリスエットスタジアム
 第17節  6月3日㈰
13：00 栃木SC
 アルウィン
 第18節  6月9日㈯
15：00 京都サンガF.C.
 京都市西京極総合運動公園
  陸上競技場兼球技場
 第19節  6月16日㈯
18：00 大分トリニータ
 アルウィン
 第20節  6月23日㈯
18：00 ジェフユナイテッド千葉
 アルウィン
 第21節  6月30日㈯
19：00 ロアッソ熊本
 えがお健康スタジアム
 第22節  7月7日㈯
18：00 アルビレックス新潟
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVSアビスパ福岡
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※スタッツは第 14節終了時点のものです。

好調・福岡の攻撃陣を抑え、流れを引き寄せろ！
ちょうどリーグ戦も3分の1を消化し、これから中盤戦へと突入する。ここまでの山雅の戦
績を振り返ると、5勝6分け3敗（勝ち点21）で7位となっている。山あり谷ありの序盤戦な
がらも、取りこぼしもあった開幕直後からの立て直しには成功している。前節・金沢戦は想
定外のゴールショーとなり、5-0で快勝。とはいえ選手、スタッフは誰一人として気を緩め
てはいない。いまは昇格圏内への浮上を目指し、眼前の試合に全力を尽くすのみだ。
今日の対戦相手は、ここまで7勝5分け2敗（勝ち点26）で3位につけるアビスパ福岡。リー
グ屈指の選手層を誇り、攻守に実力者の揃うタレント集団だ。ウェリントンや亀川諒史ら昨
季の主軸選手数名が移籍したが、その穴を埋める補強にも成功。やはり目を引くのは攻撃面
で、森本貴幸や鈴木惇ら新戦力が存在感を放っている。ドゥドゥも累積警告による出場停止
から明け、心機一転で臨んでくることは間違いない。
指揮を執る井原正巳監督は、かつて日本を代表するDFとして活躍しただけに、守備戦術には
一家言ある指導者。対戦相手やチーム状況に応じて4バックと3バックを使い分けるところ
にも指揮官のこだわりが感じられる。その意味でも難しい相手となるが、まずは堅守を前面
に出して、流れを引き寄せたい。福岡は攻撃陣が結果を出していることで8試合負けなしと
好調だけに、いつも以上の集中力とハードワークが求められる。

監督インタビュー 監督　反町 康治

あらためてサポーターの有難みを感じています
Q：前節・金沢戦は5-0の快勝でした。
「金沢さんは大変強くなっており、好調なのも当然のチームだ
と思いました。その中で一週間に渡って対策をしてきたこと
が奏功した部分は正直ありました。あとは山雅サポーターの
皆さんには素晴らしい雰囲気を作っていただき、実際に飲ま
れてしまった金沢の選手も多かったという話も聞きました。
あらためて有難みを感じています」

Q： リーグ戦も3分の1を消化しましたが、ここまでを振り
返って？

「現状を見ると悪いとは言えませんが、良いとも言えません。スピードやテクニックなどJ2
のレベルは年々上がっており、それを超えるものを出していかないと勝ち抜いていけない。
それを教えられた3分の1でもありました。他チームの結果を見ても昨季以上の団子状態に
なっていることは明らかなので、これからは上位チームから勝点3を取りたいという気持ち
が強いです」

Q：今日の対戦相手はアビスパ福岡になります。今季も上位につける強豪ですが？
「ベテランと若手が上手く融合し、コンスタントに実力を発揮できている強豪チームですね。
昨季のようにウェリントン頼みという部分もなくなり、色々な得点パターンを見せるように
なっている。駒野友一のクロスや鈴木惇のキックも強力で、守備陣にも身体能力の高い選手
が揃っている。苦しい展開となるかも知れませんが、上位との試合で真価を発揮できるよう
に頑張ります。今日も熱い声援をよろしくお願いいたします」

チーム内
得点ランキング
森本 貴幸 5
ドゥドゥ 4
 鈴木 惇 3
石津 大介 3
エウレー 2

他 3名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 6
岩上 祐三 3
高崎 寛之 3
石原 崇兆 2
飯田 真輝 1

他 5名

vs ツエーゲン金沢
5月12日㈯14:00 アルウィン

松本山雅FC VS ツエーゲン金沢

5 3前半0
2後半0 0

反町　康治 監督 柳下　正明
GK 1 守田　達弥
DF 4 飯田　真輝
DF 31 橋内　優也
DF 5 岩間　雄大
MF 6 藤田　息吹
MF 47 岩上　祐三
MF 20 石原　崇兆
MF 8 セルジーニョ
MF 23 岡本　知剛
FW 9 高崎　寛之
FW 7 前田　大然

STARTING MEMBER
GK 23 白井　裕人
DF 16 毛利　駿也
DF 39 庄司朋乃也
DF 3 作田　裕次
DF 45 沼田　圭悟
MF 7 清原　翔平
MF 26 藤村　慶太
MF 6 大橋　尚志
MF 10 宮崎　幾笑
FW 19 垣田　裕暉
FW 29 マラニョン

GK 21 鈴木　智幸
DF 3 田中　隼磨
DF 33 安川　　有
MF 13 中美　慶哉
MF 25 前田　直輝
MF 32 安東　　輝
FW 38 永井　　龍

SUBSTITUTE

GK 22 田尻　　健
DF 13 石田　崚真
DF 27 廣井　友信
MF 11 杉浦　恭平
MF 17 加藤　大樹
MF 33 梅鉢　貴秀
FW 9 佐藤　洸一

岩上（26分）
セルジーニョ（32分）
岡本（38分）
セルジーニョ（75分）
石原（77分）

得点者

岡本→安川（72分）
前田大→中美（78分）
藤田→安東（84分）

交代
大橋→梅鉢（40分）
垣田→佐藤（59分）
宮崎→加藤（64分）

警告

第14節

アビスパ福岡選手一覧

※＝ 2種登録

GK 1 神山　竜一 1984/11/10 188㎝/97㎏
21 圍　謙太朗 1991/04/23 190㎝/90㎏
23 杉山　力裕 1987/05/01 184㎝/76㎏
31 山ノ井拓己 1998/10/25 185㎝/79㎏

DF 3 駒野　友一 1981/07/25 173㎝/72㎏
4 田村　　友 1992/11/22 186㎝/89㎏
5 實藤　友紀 1989/01/19 179㎝/72㎏
6 ウォン ドゥジェ 1997/11/18 187㎝/81㎏
11 岩下　敬輔 1986/09/24 181㎝/78㎏
19 堤　　俊輔 1987/06/08 179㎝/75㎏
20 エ ウ レ ー 1995/01/04 175㎝/72㎏
22 輪湖　直樹 1989/11/26 171㎝/65㎏
27 平尾　　壮 1996/07/01 170㎝/68㎏
39 篠原弘次郎 1991/07/20 178㎝/71㎏
42※桑原　海人 2000/10/05 166㎝/66㎏

MF 7 ユ　インス 1994/12/28 178㎝/71㎏
8 鈴木　　惇 1989/04/22 170㎝/68㎏
14 枝村　匠馬 1986/11/16 176㎝/71㎏
33 山瀬　功治 1981/09/22 175㎝/73㎏
41※北島　祐二 2000/08/04 168㎝/66㎏

FW 9 トゥーリオ デ メロ 1985/01/31 193㎝/90㎏
10 城後　　寿 1986/04/16 182㎝/77㎏
13 木戸　皓貴 1995/06/28 177㎝/75㎏
15 森本　貴幸 1988/05/07 180㎝/77㎏
16 石津　大介 1990/01/15 173㎝/71㎏
17 松田　　力 1991/07/24 175㎝/72㎏
18 ド ゥ ド ゥ 1990/04/21 180㎝/75㎏
32 崎村　祐丞 1998/06/27 177㎝/76㎏
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（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。
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「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。 
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エキサイティングピッチシート（指定席）

肉のあづみ野屋
福岡県産牛の串焼き……￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ　じゃがめんたいコロッケ………………… ¥500
対戦相手カクテル　おとなのはちみつレモン ……………… ¥600

ワ
ン
タ
ッ
チ
パ
ス

本日限定メニュー紹介本日限定メニュー紹介

1 喫茶山雅 2 エイワ 穂高ブルワリー 3 元気がでるからあげチキチキ 4 四川乃華 5 matsumoto Mt.BARU 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
アイスコーヒー ¥450

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

信州ジビエ鹿肉あげせんべい
（からあげ） ¥600
チキチキからあげせんべい
 ¥500
つけから ¥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

信州牛のあらびき牛串
 ¥700
信州ポークのカツレツ
 ¥600
ローストビーフバーガー ¥700

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
サイコロ（ハラミ）ステーキ
  ¥1000
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 MATSUDA BURGER 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 バンビクレープ 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

オリジナルバーガー
 ¥880
チーズバーガー
 ¥1000
手作りレモネード ¥450

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

バナナチョコクリーム ¥500
ストロベリーバナナ
チョコクリーム ¥500
キャラメルナッツクリーム
 ¥500

スタ丼 ¥800
スタジアムバーガー
 ¥600

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 メッシ デ メッシ

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

もちもちポテト（塩） ¥600
もちもちポテト（メンタマヨ）
 ¥700
もちもちポテト（粗挽きペッパー）
 ¥700

25 DONER KEBAB 26 駅そばイイダヤ軒 27 カフェカーボ 28 Grill Lab. 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

かき氷 ¥600
ノンアルコールカクテル
 ¥500
カレー ¥600
からあげ ¥500

豚バラロールステーキ丼
 ¥1000
信州味噌だれ牛ハラミ串
 ¥700
くりん豚串 ¥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



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

10:00 グルウィン場外向け販売開始
  （サウスゾーン・ガーデンテラ

ス・4ゲート会場外エリア）

11:00 クラブガンズ会員受付開始
 （スタジアム場外サウスゾーン）
  「天皇杯 JFA 第98回全日本

サッカー選手権大会2回戦」
ホームゲーム会場特別販売開始

 （当日券販売所）

11:20 サッカークリニック開始
 （アルウィン芝生グラウンド）

11:30  先行入場開始／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）

  ながぎんブース開始／選手
が座るベンチシートに座って
みよう！アルウィンツアー整
理券配布開始（1ゲート付近）

11:45  松本山雅FC選手サイン会整
理券配布開始（1ゲート付近）

11:50頃  選手が座るベンチシートに
座ってみよう！アルウィンツ
アー開始（1ゲート付近）

12:00 一般開門

12:15  未来へつなごう！信濃の国 
キックオフイベント開始

 （ピッチ）

12:30 松本山雅FC選手サイン会開始
 （1ゲート付近）

12:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

13:00 信州BW JASPERS
 ダンスパフォーマンス開始（ピッチ）

13:09～  株式会社長野銀行
 取締役頭取 中條功様ご挨拶・
 寄付金贈呈（ピッチ）

13:10  ガンズくん＆アルプちゃん＆
アルクマ撮影会開始

 (1ゲート付近)

13:25 選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

13:48 選手紹介

14:00頃 株式会社長野銀行
 取締役頭取 中條功様
  キックインセレモニー・
 花束贈呈(ピッチ)

14:00 前半キックオフ 

14:45頃 ハーフタイム
（15分間）

15:00頃 後半キックオフ 

15:45頃 試合終了

ながぎんデー特別ピッチイベント
●信州BW JASPERS ダンスパフォーマンス
長野県で活動するプロバスケットボールチームの「信州ブレイブウォリアーズ チアリー
ダーズチームJASPERS」が来場し、「ながぎんデー」を盛り上げます！キックオフ前のパ
フォーマンスタイム以外にも選手入場時などに登場いただき、選手を応援いただきます。
【実施時間】13:00～

未来へつなごう！信濃の国 キックオフイベント ※雨天時一部内容変更
今年、「信濃の国」が県歌制定50周年を迎え、5月20日（日）が制定日にあたることから、長野県の「県歌制定50周年
事業」の一環としてキックオフイベントが開催されます。長野県にゆかりのある著名人の方からのメッセージや、次代を担
う『The Big Band of Music Toys』×『白鳥バレエ学園松本教室』の皆さんによる“信濃の国50thスペシャルパフォーマ
ンス”を披露する予定です。そして、長野県知事 阿部 守一様にご挨拶いただきます。ご挨拶終了後、「信濃の国」斉唱を
実施しますので、アルウィンで是非、みなさん一緒に県歌「信濃の国」を歌いましょう！
【実施場所】ピッチ　　【実施時間】12:15～12:30
※選手紹介後（13:55頃）にも「信濃の国」をアルウィンに集う皆さんで歌いましょう！

ユニフォームスポンサーの株式会社長野銀行様のご協力により、『地域とともに、OneSoul！「ながぎんデー」』とし
て開催いたします。
ながぎんブースイベント
●ながぎんガラポン抽選会
市民タイムススタジアムバッグに封入された抽選券をお持ちのお客様を対象にガラポン抽選会を実施いたします。
運よく抽選券を受け取った700名の当選者の方は「ながぎんブース」までお越しください。
■景品　長野銀行×松本山雅FCコラボグッズなどをプレゼントします。
・松本山雅FC選手サイン入りボール   3名様
・反町監督サイン入り「2018全緑登頂！ポスター」   3名様
・選手サイン入りオリジナルカレンダー   10名様
・「地方からの贈り物」ギフト   20名様
・ながぎんオリジナル「なのん」ラバーストラップ   50名様
・ながぎんオリジナルタオルマフラー   50名様

・オリジナルカレンダー   50名様
・ながぎんオリジナルレジャーシート   30名様
・ながぎんオリジナルタオルハンカチ   30名様
・オリジナル山雅箸   30名様
・オリジナルクリアファイル   100名様
・ポケットティッシュ   324名様

【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）　　【実施時間】11:30～試合終了30分後まで

● 「松本山雅FC×長野銀行オリジナ
ルカレンダー」の引き換え

「第3回春のわくわく！松本山雅FCプ
レゼントキャンペーン！！」に応募さ
れた方へのプレゼント「オリジナルカ
レンダー」の引き換えを行います。
※「引換券」がないとカレンダーをお渡
しできませんのでご注意ください。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～試合終了30分後まで

●山雅川柳募集
松本山雅FCにちなんだ川柳、松本山
雅FCを応援する川柳、クラブと世情
を反映した川柳などなどを広く募集し
ます。また、2017年度版「松本山雅
川柳冊子」を配布いたします。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～試合終了30分後まで

●「ながぎんアプリ」新規ご登録の方に山雅グッズプレゼント！
24時間いつでも普通預金口座の「残高照会・取引明細照
会」等ができ、入出金明細のお知らせや新商品・キャン
ペーン情報などお客さまにお得な情報をお知らせする機
能もご利用いただけるスマートフォン用アプリ「ながぎん
アプリ」。本日このアプリをながぎんブースで新規ご登録
の方に山雅グッズなどをプレゼントいたします。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～試合終了30分後まで

●松本山雅FC選手サイン会
ながぎんブースにて、松本山雅FC選手サイン会を先着
100名様を対象に実施いたします。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【整理券配布時間】11:45～　【実施時間】12:30～13:00

●選手が座るベンチシートに座ってみよう！アルウィンツアー
ながぎんデー初企画！ホーム側選手ベンチシートでの記念撮
影、そして、試合後に監督取材を行う会見場などを見学す
るアルウインツアーを「先着28名」を対象に実施いたします。
【参加方法】11:30よりながぎんブース（1ゲート付近）で
先着50名の方に整理券を配布いたします。その50名を
対象に抽選を行い、当選された「28名様」がこのイベン
トにご参加いただけます。
【整理券配布・抽選場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:50頃ツアー開始予定（約30分間）
※注意事項
・参加券はお1人様1枚をお渡しいたします。
・ヒールやサンダルではご参加いただけません。運動靴
などでご参加ください。
・当選されたご本人様のみの参加となります。
・ご自身のカメラでは撮影不可となります。

●LINE壁紙プレゼント
長野銀行様のスマート
フォン用コミュニケー
ションアプリ「LINE」に
ご登録頂いている皆様
に松本山雅FC×長野銀
行コラボ壁紙をプレゼン
トいたします。2018年度版壁紙が3種類登場！まだ登録さ
れていない方は是非、この機会に登録してみてください。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～試合終了30分後まで

●ガンズくん＆アルプちゃん＆アルクマ撮影会
ガンズくんと松本市マスコットキャラクターのアルプちゃんそ
して、長野県PRキャラクターのアルクマがながぎんブースに
集まります！マスコット達との写真撮影をお楽しみください。
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】13:10～13:30

地域とともに、OneSoul! ながぎんデー

6.36.3 VS 栃木SC栃木SC
@アルウィン@アルウィン13：00 KICK OFF13：00 KICK OFF

SUNSUN

ガンズくんオフィシャルマスコット
就任6周年イベント
ガンズくんオフィシャルマスコット
就任6周年イベント

松本山雅のワクワク動物園！松本山雅のワクワク動物園！

開催！開催！
次回ホームゲーム



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時より販売を開始いたします。
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

500GAMES

N34.6709030 E132.6867640 （広島県安芸高田市 三矢寮）
　サンフレッチェ広島のユース時代に過ごした寮です。中
学校３年生の時から入って、一番上の代の高校３年生には
槙野（智章）くんとか（柏木）陽介くん（ともに現浦和レッ
ズ）がいて全国でも有名でしたが、その中でも「負けたくな
い」という気持ちを強く持って過ごしていました。周りに何
もない田舎にポツンとあるような場所なので、休みの日も
ボールを蹴っていることが多かったですね。ゴリさん（当
時の森山佳郎監督）は「気持ちに引力がある」「サッカーを
楽しめ」とよく言っていました。「楽しむ」ということは本当
に大事で、楽しくなければボールを触りたくないし、受けた
ボールも全部バックパスになってしまいますからね（笑）。
　ただ、ここで学んだのはサッカーのことよりも「人として
大きくしてもらった」という部分がとても強いと思っていま
す。寮長さんや寮母さんと一緒に生活をして、人間として
大切なことを教えてもらいました。実家では当たり前のよ

うにご飯を食べて洗濯して掃除をしてもらったけど、今度
は自分で全部するようになって実家のありがたみもわかっ
たし、感謝の気持ちに気付かせてくれました。地域の住民
の方々も雪が降ったら雪かきをしてくれたり、通っていた
学校もユースの練習時間に合わせて融通を利かせてくれ
たり。そうした周囲の支えが当たり前じゃないんだ、という
ことも身に染みました。

岡本知剛の
座標

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
　JA洗馬産レタス  80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。

トートバッグ（アルプス）
  1,800円（税込）
【サイズ】約360×370×
 110mm
【素　材】綿100％

田中隼磨選手
Ｊリーグ通算500試

合出場記念グッズ

再入荷

サクラクレパス
コラボTシャツ
 4,300円（税込）
【サイズ】S、M、L、LL
【素　材】綿

NEW

ラウンドタオル 4,000円（税込）
【サイズ】直径約1520mm
【素 材】ポリエステル

NEW

Ｔシャツ 3,000円（税込）
【サイズ】S、M、L、XL
【素 材】綿
【販売場所】
松本山雅FCオンラインショップ

特別マーキング加工ユニフォーム
 18,000円（税込）
【販売場所】
レアルスポーツ店頭、
レアルスポーツオンラインショップ、
スタジアムユニフォームブース

　フォトフレーム
 3,800円（税込）
【サイズ】W225×H175mm
【素 材】
発泡ポリスチレン（フレーム）、
木（裏板）、紙（写真、裏台紙）、
ガラス（前面）
【販売場所】
松本山雅FCオンラインショップ

ミニのぼり
 1,500円（税込）
【サイズ】全長約370mm
【素　材】ポリエステル、

プラスチック

NEW

NEW

※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。

NEW

Ｗeb限定
受注販売受付中！

5/31㈭
23:59
まで

NEW



2018年5月19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

※ 5/19 時点登録選手
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