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チャレンジする姿勢
に、順位は関係ない

！

Q：夏場を前にして、
チームは首位に立つ

など好調です。

「開幕から試合に出させてもらいましたが、序盤は勝ち切れない試合が続いて、

もどかしさもありました。そこでチーム全体として『一歩、1秒』の部分を意識しだ

してから結果がついてきました。ちょうどその頃に怪我をしてしまったことには悔

しさもありましたが、今は怪我も治りましたし、チームの状態も良い。優勝してJ1

昇格するために、あと半年間、チームの力になりたいですね」

Q：移籍初年度の今季
ここまで、個人的なパ

フォーマンスとしては
どうでしょうか？

「チームとして守るべきベースがあるので、それを疎かにしないように気を付けて

います。ディフェンスであるからには、無失点のまま試合終了を迎えられることが

重要。あくまでも勝利に貢献するために山雅に来たので、最後までチームと共に

全力で走り抜きたい。その上で攻撃参加など自分の持ち味を出していければと思

っています」

Q：愛媛所属時の20
15シーズンにもJ1昇

格争いをしています。

「あのシーズンの愛媛は、失うモノがありませんでした。前年度はリーグ19位で 

プレッシャーも大きくなく、監督も代わったことで新しいチャレンジをし続けたシ

ーズンだった。山雅は毎年のように昇格争いをして、実際にJ1昇格も果たしてい

るチームなので状況は違うかも知れません。でもチャレンジするという姿勢に順

位は関係ないですし、どのチームにも求められるモノ。まだ何も成し遂げたわけで

はないし、シーズン最後まで『チャレンジャー精神』を忘れないでいきたいです。

常に挑戦を怠らず、躍動感あふれるゲームをするのが山雅の良さなので」

Q：今節の対戦相手は
京都サンガです。開幕

から苦しい戦いが続
いていますが？

「確かにここまで勝てていませんが、地力のあるクラブということは間違いあり

ません。順位が下のチームだからといって格下というわけではないし、あくまでも

『チャレンジャー精神』を持って立ち向かいたい。ホームゲームなので積極的に仕

掛けて、躍動感のあるサッカーをしたいですね。京都さんは新戦力も加わってい

ますが、たとえ誰が出てきたとしても、自分たちは100％以上の力を出せるように

準備します」

負傷離脱期間もあっ
たものの、3バックの

一角として期待に違
わぬ活躍を見せる浦

田延尚

選手。チーム状態が上
向いてきた今だから

こそ、シーズン最後ま
で失ってはいけない

モノと

して『チャレンジャー
精神』を掲げます。

DF 

浦田 延尚

 

 

Nobuhisa URATA

山雅の勝利に乾杯！キリンデー山雅の勝利に乾杯！キリンデー



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
●活動区域／ホームタウン：京都府／京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市、
木津川市、亀岡市、南丹市、京丹波町

●クラブマスコット：愛称「パーサくん」「コトノちゃん」
●Jリーグ加盟年：1996年　●社長名：山中　大輔　●監督名：ボスコ ジュロヴスキー

第24節 京都サンガF.C.

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 41 ＋12
2 FC町田ゼルビア 40 ＋10
3 大分トリニータ 40 ＋7
4 レノファ山口FC 40 ＋4
5 アビスパ福岡 39 ＋10
6 横浜FC 39 ＋4
7 大宮アルディージャ 38 ＋10
8 東京ヴェルディ 35 ＋8
9 ファジアーノ岡山 35 ＋5
10 モンテディオ山形 34 ＋3
11 FC岐阜 32 ＋5
12 ヴァンフォーレ甲府 31 ＋10
13 ツエーゲン金沢 31 ＋1
14 水戸ホーリーホック 31 ＋1
15 徳島ヴォルティス 28 －1
16 ジェフユナイテッド千葉 28 －6
17 アルビレックス新潟 26 －6
18 栃木SC 26 －11
19 ロアッソ熊本 22 －15
20 愛媛FC 21 －13
21 カマタマーレ讃岐 18 －22
22 京都サンガF.C. 16 －16

2018/7/16
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 第25節  7月25日㈬
19：00 大宮アルディージャ
 NACK5スタジアム大宮

 第26節  7月29日㈰
18：00 ヴァンフォーレ甲府
 アルウィン

 第27節  8月4日㈯
18：00 ジェフユナイテッド千葉
 フクダ電子アリーナ

 第28節  8月11日(土･祝)
18：00 カマタマーレ讃岐
 Pikaraスタジアム

 第29節  8月18日㈯
19：00 FC町田ゼルビア
 アルウィン

 第30節  8月25日㈯
18：00 横浜FC
 アルウィン

 第31節  9月1日㈯
時間未定 水戸ホーリーホック
 ケーズデンキスタジアム水戸

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVS京都サンガF.C.
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※スタッツは第 23節終了時点のものです。

生まれ変わった京都にも、粘り強い姿勢で挑め！
団子状態のJ2リーグにあって、いよいよ山雅が首位戦線に顔を出した。後半戦初戦となっ
た第22節・新潟戦を2-0で勝利すると、他の上位チームの結果も手伝って、得失点差で
リーグ首位に浮上。シーズン途中で1位に立つことはクラブ史上初の出来事だが、選手、
スタッフは冷静だ。天皇杯3回戦でもビッグクラブの浦和を相手に善戦するなどチーム
状態の良さを感じさせながらも、慢心はしていない。この夏も平常心を保って乗り切る
ことが出来るか注目だ。
今日の対戦相手は、ここまで4勝4分け14敗（1試合中止）の京都サンガF.C.。昨季終盤
ではポテンシャルを秘めた若手が台頭しており、更なる躍進が期待された今季だったが
序盤戦から苦戦中。この5月には監督交代の荒療治を用いたものの奏功しているとはい
えず、現在22位となっている。そこで苦境脱出のための選手補強を進めており、庄司悦
大（仙台）やジュニーニョ（FC大阪）らが加入。ちょうど試合前日に移籍ウインドーが
開くこともあり、幾人かの新戦力がアルウィンのピッチに立つ可能性は濃厚だ。
また、ボスコ・ジュロヴスキー監督は、開幕から無失点試合のない守備面の立て直しを
図っている。ゴール前に人数を割かれれば崩すのは大変な作業だけに、オープンプレー
でもセットプレーでも少ないチャンスを逃さない勝負強さが求められる。アルウィンの
力を借りて、粘り強い姿勢で試合を進めていきたい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

夏場以降も、慢心せずにやっていきたいと思います
Q： 第22節・新潟戦に勝利し、チームは首位に浮上しま
した。

「忘れてはいけないことは、我々は今季のJ2リーグの中で
最後に白星を挙げたチームだということです。そのなか
でもコツコツと細かい作業をしてきましたし、選手たちも
ハードなトレーニングを通じて激しいポジション争いを続
けてきました。これからも慢心することなく、やっていき
たいと思います」

Q： 昨年のアジア王者である浦和に善戦した、天皇杯3回
戦はどうでしょうか？

「セットプレー2発で敗れたことについては、試合内容は悪くなかっただけに悔いも残り
ます。ただ、これから消耗する夏場を迎え、連戦も控えています。コンディション悪化
や負傷も心配される時期を、何とか乗り越えないといけません。その意味では満足でき
るパフォーマンスを見せた選手が何人かいたことは収穫でした」

Q：今日の対戦相手は、ここまでリーグ22位の京都サンガF.C.です。
「夏の移籍ウインドーが開くのを前に、数名の新戦力の獲得が発表されています。これは
現状から生まれ変わろうとする意欲の表れでしょう。庄司悦大は実績もありますが、な
かにはヴェールに包まれている選手もいるので注意が必要です。いずれにしても昨季の
ホームでの対戦時には辛酸を舐めさせられており、その雪辱を果たしたいと思います。
これからは暑い環境での試合となりますが、我々も頑張ります。サポーターの皆さんも
熱中症に気を付けながら、熱い声援をお願いいたします」

チーム内
得点ランキング
レンゾ ロペス 5
小屋松 知哉 3
大野 耀平 2
重廣 卓也 2

田中 マルクス闘莉王 1
他 5名

チーム内
得点ランキング
高崎 寛之 6
セルジーニョ 6
前田 大然 5
岩上 祐三 4
パウリーニョ 3

他 1名

後半戦を良い
形でスタート
するためにも
負けられない
一戦。先発メ
ンバーやフォ
ーメーション
を変更して臨
んだ新潟に対
し、山雅は成
熟した『自分
たちのサッカ
ー』で立ち向かう。0-0で迎えた57分に高崎が得た
PKを自ら決めて先制すると、その後は新潟の攻勢
にも守備陣が冷静に対処していく。81分には高崎
が2点目を挙げて、試合を決めた。そのまま2-0で
無失点勝利を飾り、今季初の3連勝を達成。他会場
の結果により首位浮上も確定した。

vs アルビレックス新潟

7月7日㈯18:00 アルウィン

松本山雅FC VS アルビレックス新潟

2 0前半0
2後半0 0

『自分たちらしさ』を貫き、ついに
首位浮上！

第22節

水曜日夜に
も関わらず
12000人超
の観客が詰め
かけた試合
は、山雅が昨
年アジア王者
の浦和にも真
っ向勝負を挑
んだ。10分
に左サイドか
らのクロスを
ゴール前の永井が流し込んで、先制に成功する。攻
守に個人能力に優れたタレントが揃う浦和に主導権
を渡さなかったものの、前半終了間際に右CKの流
れからマウリシオのヘディングシュートで同点に追
いつかれる。1-1で迎えた85分には再び右CKから
マウリシオに悔しい逆転ゴールを許してしまった。

vs 浦和レッズ

7月11日㈬19:00 アルウィン

松本山雅FC VS 浦和レッズ

1 1前半1
0後半1 2

浦和相手に善戦も、セットプレー
2発に沈む

京都サンガF.C.選手一覧

※ 2018 年 7月 16日現在
＊＝2種登録

GK 21 清水　圭介 1988/11/25 182㎝/74㎏
27 キム チョルホ 1995/10/25 187㎝/84㎏
34 若原　智哉 1999/12/28 185㎝/83㎏

＊ 40 井ノ尾　匠 2000/06/06 178㎝/75㎏
DF 2 磐瀬　　剛 1995/06/28 171㎝/70㎏

3 宮城　雅史 1991/01/19 179㎝/81㎏
4 田中 マルクス 闘莉王 1981/04/24 184㎝/87㎏
6 本多　勇喜 1991/01/02 173㎝/69㎏
15 染谷　悠太 1986/09/30 184㎝/79㎏
17 牟田　雄祐 1990/09/22 185㎝/80㎏
24 増川　隆洋 1979/11/08 191㎝/93㎏
26 下畠　翔吾 1992/05/08 178㎝/72㎏
30 石櫃　洋祐 1983/07/23 179㎝/72㎏

MF 7 田村　亮介 1995/05/08 171㎝/65㎏

MF 8 重廣　卓也 1995/05/05 178㎝/65㎏
11 湯澤　洋介 1990/12/31 167㎝/60㎏
14 仙頭　啓矢 1994/12/29 170㎝/62㎏
16 沼　　大希 1997/04/22 175㎝/66㎏
18 望月　嶺臣 1995/01/18 166㎝/61㎏
20 アレシャンドレ 1998/04/01 178㎝/75㎏
22 小屋松知哉 1995/04/24 171㎝/64㎏
25 荻野　広大 1997/05/02 182㎝/73㎏

＊ 35 福岡　慎平 2000/06/27 169㎝/65㎏
＊ 36 上月壮一郎 2000/12/22 180㎝/70㎏

FW 9 レンゾ ロペス 1994/04/16 190㎝/87㎏
13 岩崎　悠人 1998/06/11 172㎝/69㎏
19 大野　耀平 1994/12/06 184㎝/76㎏

3回戦



2ゲート
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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。
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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。 

会場外販売について
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エリア
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1 喫茶山雅 2 エイワ 穂高ブルワリー 3 Soraya 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

コーヒーゼリーラテ
 ￥500
プランテーションティー
 ￥500
全力登頂ソーダ ￥500

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

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 猪乃源 10 cafe SENRI 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

豚おやき（ジャンボ）
 ¥500
おやき（スウィートポテト）
 ¥200
おやき（あずき） ¥200

ロイヤルスウィートバニラ
ソフトクリーム ¥400
タコス ¥600
チーズフォンデュタコライス
 ¥850

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 ¥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 オクトパスファイヤーズ 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

削りイチゴ ¥500
削りマンゴー ¥500
白桃削り ¥600
削りミックス ¥600
まるごとメロン ¥1,000

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 うまいもん屋 元ちゃん 28 第一会舘 29 わが家のごはん 30 すずらんハウス 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

伊那谷名物 ローメン
 ¥600
天玉そば・うどん
 ¥500
揚げたこ焼き８個入り ¥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

超大陸カレーアメイジア
ライスセット ¥800
超大陸カレーアメイジア
ナンセット ¥800
鶏竜田黒酢あんかけ丼 ¥500

すずらん牛乳
ソフトクリーム ¥400
駒ケ根ソースかつパン
 ¥500

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

本日限定メニュー紹介
肉のあづみ野屋
京都府産牛の串焼き  ￥800
cafe SENRI
京都パープル・スウィートフラワークリームソーダ   ¥450



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

13:00～  「アルウイン・キリン一番搾り 
ビアガーデン」開始／リニュー
アル記念！「新 のどごし生」を
味わおう！開始（ファンパーク）

13:10 ファンパークステージ
 1st Stage開始（ファンパーク）
14:00  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）

14:30  キリンビールプレゼンツ
  松本山雅FC選手サイン会整

理券配布開始（ファンパーク）
15:00  Let’s 運試し! 「ピカピカ松本

山雅FCアヒルキーホルダー」
＆「山の日」記念・限定サマー
ユニフォームピンバッジ販売
開始（ファンパーク）

  クラブガンズ会員受付開始／
ハーフシーズンパス販売開始
（スタジアム場外サウスゾーン）

15:30 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)
  京都サンガF.C.グッズ販売開

始(2ゲート付近)
  リニューアル記念！「新 のど

ごし生」を味わおう！開始／
「信州産エリンギ入り　豆乳
こんにゃく麺」販売開始

 (1ゲート付近)
  Jリーグ TEAM AS ONE 「平

成30年7月豪雨災害義援金
募金」開始(1・4ゲート付近)

 山口和也「J’S THEME」演奏
 (ピッチ)
15:50 特設ステージ2nd Stage開始
 (ファンパーク)
16:00 一般開門
 山口和也「J’S THEME」演奏
 (ピッチ)
16:30 サンキュー手塚パフォーマンス
 (スタジアム場外サウスゾーン)
16:35 キリンビールプレゼンツ
 松本山雅FC選手サイン会開始
 (ファンパーク)
16:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV(ピッチ)
17:10 キリンビール株式会社
 長野支店長 椎屋直孝様
 ご挨拶(ピッチ)
17:25 選手ピッチ内ウォーミングアップ開始
17:48 選手紹介
17:50頃  山口和也「CrowdChant」演奏
 (ピッチ)
18:00頃 キリンビール株式会社
 長野支店長 椎屋直孝様
 キックインセレモニー(ピッチ)
18:00 前半キックオフ
18:45頃 ハーフタイム（15分間）
18:50頃 キリンビール株式会社
 長野支店長 椎屋直孝様
 ハーフタイムPR(ピッチ)
19:00頃 後半キックオフ
19:45頃 試合終了

●Let’s 運試し!「ピカピカ松本山雅FCアヒルキーホルダー」＆「山の日」記念・
限定　サマーユニフォームピンバッジ
今年のアヒルはピカピカ光るキーホルダー！さらに“「山の日」記念・限定サマー
ユニフォームピンバッジ”の販売も行います。両商品とも「当たりつき」で、袋の
中に当たり券が入っている方はダブルチャンス！！
※それぞれ1個につき、1名の選手がデザインさ
れています。
※ピカピカ松本山雅FCアヒルキーホルダー選手
は、2018年6月30日時点の登録選手で作成し
ております。
※「山の日」記念・限定サマーユニフォームピン
バッジの選手は、2018年6月11日時点の登録
選手で作成しております。
※当たりの引換は当日のみとなります。
※ファンパークのみで取扱い。その他グッズ販売所やガチャガチャの販売はありません。
【実施時間】15:00～17:30
【販売価格】ピカピカ松本山雅FCアヒルキーホルダー　400円（税込）
 「山の日」記念・限定サマーユニフォームピンバッジ　200円（税込）

京都サンガF.C.グッズ販売
【実施場所】スタジアム場内2ゲート付近
【実施時間】15:30～試合終了後30分後まで

山雅の勝利に乾杯！キリンデー！！
オフィシャルスポンサーのキリンビール株式会社長野支店様のご協力により、京都サンガF.C.戦を『山雅の勝利に乾杯！キリン
デー！！』として、各種楽しいイベントが盛りだくさんで開催いたします。

●リニューアル記念！「新 のどごし生」を味わおう！
「キリンビールブース」ではこの夏新発売の「新 のどごし生」を先着
2,000名様を対象に試飲PRイベントを行います。飲んでグッとくる飲
みごたえ、スッキリ爽快な後味を、是非お試しください。
※未成年者の飲酒および飲酒運転は法律で禁じられております。
※試飲は予定数量配布次第終了とさせていただきます。
【実施時間・場所】①13:00～ファンパーク（キリンビールブース）②15:30～1ゲート付近（キリンビールブース）　※各回先着1,000名様

●あるをつくして。一番搾りフォトスポット 【実施場所】1ゲート付近（キリンビールブース）　【実施時間】15:30～18:00
“夏だ。ビールだ。一番搾り！”アルウインフォトスポットをお楽しみください。　

Let’s アルウィン　松本山雅のワクワク夏休み！第1弾♪
◇キリンビールプレゼンツ「アルウイン・キリン一番搾り ビアガーデン」◇
飲食ブースやガーデンセットをご用意し、ファンパークがビアガーデンに生まれ変わります。キック
オフまでのひと時をキリン一番搾りとおいしい料理などでお楽しみください。そして、特設ステージ
では、長野県にゆかりのある地元アーティストの方々によるステージイベントを同時開催いたします。
 【実施場所】ファンパーク　【実施時間】13:00～17:30
■出演アーティストの皆様

ファンパーク

○高橋あず美（松本市乗鞍高原生まれ）
2008年、DREAMS COME TRUEのLIVEに
BackingVocalとして大抜擢され、さいたまスー
パーアリーナが初舞台となる。2017年3月22日
に2ndアルバム「ひとり言」全国発売。アルバム
ではいきものがかり、aikoなど数々のプロデュー
スを手掛ける島田昌典氏アレンジ曲や、アット
ホーム株式会社TVCMソング、JA共済TVCMソングなど、注
目曲が多数収録されている。

○国宝松本城古城太鼓
国宝松本城の太鼓門復元を記念し
1995年に結成されたチームです。
7/28.29は国宝松本城で開催される太
鼓まつりに参加予定です。

○山口和也（フジゲン株式会社契約ギタリスト）
2006年、ブルージィなスタイルを生かして、すべ
ての作曲／アレンジ／プログラミングを担当したブ
ルース・ギター・インスト・アルバム『Mojo Tribe』
を発表。同時期よりフジゲンギターを愛用している。
ファンパーク以外に入場時の「J’S THEME」及び
選手紹介時の「CrowdChant」の生演奏も実施いただきます。

○サンキュー手塚（長野県出身）
ヒット曲にのせて繰り広げられる奇想天外なパントマ
イムショー。質の高い技術と笑いのセンスがふんだん
に散りばめられた彼のショーは、若者は勿論のこと、子
供からお年寄りまでをも抱腹絶倒させるエンターテイ
メントです。そのオリジナリティの高さは、日本では勿
論、海外のフェスティバルでも高い評価を得ています。
【実施場所／時間】場外サウスゾーン／16:30

☆
PIK

API
KA☆

カラ
フル

に光
るよ！

■キリンビールプレゼンツ アルウィン初！
　ドラフトウォーカーによるビール販売　※数量限定
アルウィンでは初となるドラフトウォーカーによるビー
ル販売をファンパーク限定で実施いたします。
キリン一番搾り（大）700円
■Sonnenblume（ゾンネブルーメ）
・ドイツ風手作りソーセージ
　盛り合わせ   ￥1000
・信州吟醸豚の豚串焼き   ￥500
・ジャーマンホットドック   ￥500

■ターメリック
・マライティッカ   ￥500
・タンドリーチキン   ￥600
・お得なおつまみセット   ￥1000
■珈琲哲學松本店
・スノーアイス   ￥500
・かき氷   ￥300
・ソフトクリーム   ￥300
■グラン シャリオ・コンパニー
生ビールや山雅ビールを中心とした
ドリンクと、おつまみ（枝豆）を販売します。

■ファンパーク特設ステージ スケジュール（予定）※進行により時間が前後することがございます。予めご了承ください。
2nd Stage

15:50 15:55 16:15 16:35
キリンビール株式会社長野支店長挨拶～乾杯～ 国宝松本城古城太鼓 山雅の勝利に乾杯！選手トークショー 高橋あず美

■ビアガーデン　出店店舗情報　※各店舗によって取扱商品が異なりますので、予めご了承ください。
各店舗では、キリンビール製品やグルメを販売いたしますので、ぜひお楽しみください♪

Jリーグ TEAM AS ONE
「平成30年7月豪雨災害義援金募金」
平成30年7月豪雨災害により、お亡くなり
になられた方々のご冥福をお祈りするとと
もに、被災された方々に対し、心よりお
見舞い申し上げます。今回の災害で被災
された皆さまを支援するため、Jリーグで
は全54クラブによる義援金募金を実施し、
下記のとおり募金活動を行います。皆様
のご協力をよろしくお願いいたします。
【実施場所/実施時間】
① 15:30～16:00 ガンズくん、クラブス
タッフ（1ゲート）鐡戸アンバサダー、今
井昌太スクールコーチ（4ゲート）
② 16:30～17:00 選手4名、今井昌太ス
クールコーチ（1・4ゲート）

③ 15:30～18:00 キリンビールブース（1ゲート）
※17:00以降は総合案内に設置します。



ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWINGOFFICIAL 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/

N32.8662581 E130.3056199 （長崎県雲仙市 国見高校）
　あれは中学校３年生のときでした。「国見カップ」という
大会に出たら目に留まったらしく、帰りのバスの中で監督が
電話で国見高校に進む話が勝手に決まっていました（笑）。
僕は寝ていて気付かなかったんですけど、着いてバスを降
りたときに「お前、国見高校に行くから」と。そのときは「何を
言ってるんやろ？」と思ったら、次の日にお母さんから「アン
タ国見に行くの？」と。「行かへんけど何で？」って言ったら
「監督から電話かかってきたで」ということでしぶしぶ行く
ことになりました。
　下宿して最初の２週間くらいは、謎の発熱がずっと続い
て本当に帰りたかったです。泣きながら実家に「帰りたい
…」って電話したんですが「甘えるな、お前はそこでやるん
だ」と言われて、そこから先はちゃんとやろうと。国見では
サッカーの技術とか体力だけでなく、内面が鍛えられたと
思います。挨拶や礼儀をきちんとすること、グラウンドへの
感謝の気持ちを持つこと、離れて初めてわかる親のありが

たみ。小中学校と過ごしたありふれた日常ではわからな
かったことを、この３年間は教えてくれました。
　もちろん、サッカーの面でもこの３年間がなければ今の
僕はありません。「これでもか」というほど走って、基礎体力
がすごく上がりました…ちょっと思い出したくないくらいで
すけど（笑）。山雅の練習ももちろんものすごくキツいんで
すが、ツラさの質が全然違いましたね。

下川陽太の
座標

お車で
ご来場
の皆様

当日はクラブ指定の駐車場をご利用ください。
下記の駐車場はご利用いただけません。
1. 弊クラブ管轄外の信州スカイパーク駐車場
2. 西南公園、松本市サッカー場、多目的広場（野球グランド）横駐車場
★ 周辺企業や農地などへの駐車、路上駐車などは絶対におやめください。

周辺道路・駐車場は
たいへん混雑いたします。

お時間に余裕を
持ってご来場ください。

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
“山雅の勝利に乾杯！キリンデー！！”特別景品
●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×6本セット   16名様

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「カミツレ」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松本ハイランド産スイカ（八角形段ボール入り）   10名様
　中信の花束   10名様
　JA信州諏訪産セルリー（お一人様1株）   30名様
●JA長野八ヶ岳様ご提供
　JA長野八ヶ岳産レタス（2玉セット）   60名様
●信越放送株式会社様 ご提供
　SBC94.2FMラジオ   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
●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。

NEW

NEW

NEW
88teesコラボTシャツ 3,200円（税込）
フロントには、88teesの人気キャラクターヤヤ
ちゃん、ククちゃんが常夏ハワイでサッカーをして
いるイラストにクラブ名の入ったデザインが大きく
デザイン。
【サイズ】S／M／L　【素材】綿100%
※ オフィシャルショップで取り扱いはございませ
ん。予めご了承ください。（喫茶山雅では7月20
日（金）より取り扱いをいたします）

NEW
ストローハット 3,500円（税込）
【カラー】ブラック／キナリ　【サイズ】フリー
【素 材】指定外繊維（ケンマ草）100%
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはご
ざいません。予めご了承ください。

88teesコラボトートバッグ
 2,400円（税込）
常夏ハワイをイメージしたフローラル模様
の”88tees×YAMAGA”文字をデザイン。
【サイズ】縦39.37cm×横38.10cm
【素 材】綿100%
※ オフィシャルショップで取り扱いはござ
いません。予めご了承ください。（喫茶
山雅では7月20日（金）より取り扱いを
いたします。）

ビアマグ 1,500円（税込）
【サイズ】高さ11.5cm×口型7.4cm
 底径8.4cm
【素 材】陶器

NEW
ポケットポーチ 1,400円（税込）
子どもたちの必需品「ポケットポーチ」！ハン
カチやティッシュをポーチにいれて、クリップ
でウエスト部分に簡単取り付けが可能です。
【サイズ】約150×130mm　【素材】綿100%

バックの首下
に88teesロ
ゴ入り。



SUPPORTERS

2018年7月20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 36
Yuki MUTO

武藤 友樹
1995/05/09
174cm/65kg
法政大学

MF 8
SERGINHO

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

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 17
Takaaki SHICHI

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

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 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
湘南ベルマーレ

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

MF 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg
大宮アルディージャ

MF 37
Mitsuo YAMADA

山田 満夫
1994/05/26
174cm/66kg
仙台大学

FW 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg
鹿島アントラーズ

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

※ 7/20 時点登録選手
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