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個人の成長が、チーム
の成長に繋がります

Q：チームは後半戦に
入って、首位に立つな

ど好調を維持してい
ます。

「数少ないチャンス
をモノに出来ている

こと、選手全員で最
後まで体を張って守

っていることが大き
いですね。そういうち

ょっとした積み重ね
が、今の結果に表れ

ていると思います」

Q：夏場に突入しまし
た。消耗する時期で

結果を出すことが求
められます。

「夏場になると、や
はり走ろうと思っても

走れない時間も出て
くる。先日のアウェ

イ岡山戦のような環
境で、最後まで走り

抜ける選手は世界中
を見ても少ないんじ

ゃないでしょうか。だ
からこそ試合展開や

チーム状況を見なが
ら、賢く時間を進

めることも重要。うま
く頭を使いながらサ

ッカーをすることで
、より勝ち点を拾え

るようになるはずで
す」

Q：ここまでの個人的
なパフォーマンスはど

うでしょうか？

「少ないチャンスを
モノに出来ているの

で、これを続けること
が大事だと思ってい

ます。チームとしてや
るべき最低限のこと

をした上で、プラスと
して僕自身の持ち

味を出していきたい
ですね。困った時の

助けになったり、中盤
でちょっとした時間

を作ったりという仕事
をやっていくことでチ

ームに貢献していき
たいですね」

Q：これから昇格争い
も本格化するなかで

、必要なモノとは？

「今季の昇格争いは
本当に難しいですが

、そのなかで自分た
ちが何をできるか考

えたいと思います。も
ちろん結果を出すこ

とは最重要ですが、
同時に個々のレベ

ルをもっと上げてい
く努力もしていきた

い。一人ひとりの成長
が、結果的にはチー

ムの成長に繋がりま
す。例えば一人が試

合中のミスを1回減ら
せば、チームとして

11回のミスが減るこ
とになりますから」

Q：今日の対戦相手
はヴァンフォーレ甲府

です。

「シーズン途中に上
野展裕監督に代わり

ましたが、山口時代
はボールを大事にす

るサッカーをしていた
イメージが強いです

。自分たちとしては我
慢強さが求められ

ると思いますが、試合
が始まってみないと

分からない部分も多
々あります。だから

こそ実際に戦いなが
ら、うまく展開を読ん

でいきたいですね。
この試合は

『甲信ダービー』とい
うことで山雅サポー

ターの皆さんも盛り
上がる

と思いますが、その熱
意をムダにしないよ

うに頑張ります」

山雅で2年目となる今
季は、開幕から重要

なピースとして活躍中
。正確なパスセンスと

試合

を読む力で、山雅の
中盤を活性化させて

いる岡本知剛選手。
チームの総合力が問

われる

夏場を迎え、頼もしさ
が際立っています。

MF 

岡本知剛

 

 

Tomotaka OKAMOTO

エプソンスペシャルマ
ッチ2018
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ッチ2018



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：山梨中銀スタジアム
●活動区域／ホームタウン：山梨県／甲府市、韮崎市を中心とする全県
●クラブマスコット：愛称「ヴァンくん」「フォーレちゃん」
●Jリーグ加盟年：1999年　●社長名：藤原　弘　●監督名：上野　展裕

第26節 ヴァンフォーレ甲府

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 47 ＋14
2 FC町田ゼルビア 46 ＋12
3 横浜FC 43 ＋7
4 レノファ山口FC 42 ＋4
5 大分トリニータ 41 ＋6
6 アビスパ福岡 40 ＋8
7 東京ヴェルディ 39 ＋9
8 大宮アルディージャ 38 ＋8
9 モンテディオ山形 37 ＋3
10 ファジアーノ岡山 35 ＋2
11 ヴァンフォーレ甲府 34 ＋10
12 徳島ヴォルティス 34 ＋2
13 水戸ホーリーホック 33 ＋1
14 FC岐阜 32 ＋1
15 ツエーゲン金沢 32 ＋0
16 ジェフユナイテッド千葉 31 －6
17 アルビレックス新潟 29 －6
18 栃木SC 28 －11
19 愛媛FC 27 －10
20 カマタマーレ讃岐 24 －20
21 ロアッソ熊本 23 －16
22 京都サンガF.C. 16 －18

2018/7/25
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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㈯
18：00 水戸ホーリーホック
 ケーズデンキスタジアム水戸

 第32節  9月8日㈯
18：00 アビスパ福岡
 レベルファイブスタジアム

 第33節  9月15日㈯
13：00 レノファ山口FC
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVSヴァンフォーレ甲府
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※スタッツは第 24節終了時点のものです。

負けられない『甲信ダービー』。連戦でも激しいファイトを！
ここ数年、団子状態のJ2リーグだが、今季は例年以上の混戦が繰り広げられている。第
25節終了時点で、首位から6位までの勝ち点差は、わずか7という僅差の争い。加えて7
位以下のチームも状態を上げており、たった一つの勝ち負けで大きく順位が入れ替わる
という状況だ。山雅としては、とにかく勝ち点を積み重ねることで自動昇格圏を盤石の
モノとしていきたい。首位に立ったとはいえ、浮き足立つことは禁物だ。
今日の対戦相手はヴァンフォーレ甲府。隣県にあるチーム同士であり、『甲信ダービー』
で競い合うライバルにあたる。第25節終了時点で9勝7分け9敗のリーグ11位という成
績だが、ルヴァンカップでも天皇杯でも上位カテゴリーのチーム相手に勝利し、次なる
ステージに進出している点に強さがうかがえる。主軸選手のジュニオール・バホスと小
塚和季が負傷離脱しているとはいえ、その他にも個人能力に長けたタレントは数多い。
特にジネイや堀米勇輝、佐藤和弘らは一芸を持っており、注意が必要だ。
シーズン途中に上野展裕監督が就任した甲府だが、フォーメーションは前回対戦時（第
9節）から変わらずに3-4-2-1を採用している。山雅と同じ並びだけに、1対1の局面がク
ローズアップされるだろう。ただでさえ消耗しがちな夏場で、さらに今日は3連戦の3試
合目だ。心身ともに疲労は隠せないはずだが、条件は甲府も同じ。相手よりも激しいファ
イトをすることで“違い”を作り出したい。

監督インタビュー 監督　反町 康治

一歩や1秒を大事にする姿勢は、大きな財産です
Q：第25節・大宮戦は苦しい状況のなか2-1で勝利しました。
「水曜日のナイトゲームにも関わらず、たくさんのサポー
ター（約2300名）に来ていただいたことが我々の力に
なったことは間違いありません。チャンスらしいチャンス
も後半は2～3回しかないかなと思って、（ハーフタイムの
ロッカールームで）話をしました。それでもうまくゴール
を取ることができて、最終的にひっくり返すことが出来ま
した。最後まで死に物狂いでやるのが我々のチームなの
で、その片鱗は見せることが出来たかなと思います」

Q：後半戦に入ってからも、勝負強さが目立っています。
「前半戦で見られた反省点を克服するために、日頃のトレーニングから一切妥協をしない
でやってきています。体を張るところや背中を向けないところ、一歩や1秒を大事にす
るところは、ゲームでも成果として表れてきました。これは大きな財産ですので、今後
に繋げていきたいと思います」

Q：今日はヴァンフォーレ甲府との対戦です。『甲信ダービー』の相手でもありますが？
「やはりJ2の中では選手層の厚いチームですね。誰が出ても同じようなレベルにあるこ
とは、ルヴァン杯や天皇杯の結果でも証明されています。ジュニオール・バホスや小塚
和季は負傷中のようですが、ジネイが復帰したことは好材料でしょう。スキルの高い選
手の揃う強豪だけに難しい試合になると思われますが、『甲信ダービー』を盛り上げるた
めにも頑張ります。本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
ジュニオール バホス 8
小塚 和季 5
リンス 5
堀米 勇輝 4
佐藤 和弘 4

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 7
高崎 寛之 6
前田 大然 5
岩上 祐三 4
パウリーニョ 3

他 1名

4連勝を目指
して敵地に乗
り込んだ山雅
だったが、岡
山の手堅い試
合運びと同地
の高温多湿に
苦しめられ
る。ここまで
リーグ最少失
点の岡山は守
備意識が高
く、徹底したマークで自由を奪う。また座っていて
も汗のしたたり落ちる環境で消耗し、持ち味の運動
量や走力で差を出せない。守備面でも仲間隼斗の飛
び出しに手を焼き、なかなか流れを引き寄せられな
い。試合は0-0の引き分けに終わったが、松本に勝
ち点1を持ち帰ったことは収穫か。

vsファジアーノ岡山

7月16日（月・祝）19:00 シティライトスタジアム

ファジアーノ岡山 VS 松本山雅FC

0 0前半0
0後半0 0

高温多湿の環境に苦しみつつ、
勝ち点1を持ち帰り

第23節

試合前日に夏
の移籍ウィン
ドーがオープ
ンとなり、京
都は多くの新
戦力を加えて
巻き返しを狙
う。さっそく
先発を果たし
た庄司を中心
とする京都の
攻撃に手を焼
きつつも、山雅は前半終了間際の42分にセルジー
ニョのゴールにより先制に成功する。1点リードで
迎えた後半は押し込まれる場面も増えたが集中を切
らすことなく、要所を抑えた守備で対抗。終盤のパ
ワープレーも粘り強く防いだ山雅が1-0で勝利し、
首位も堅持した。

vs 京都サンガF.C.

7月21日㈯ 18:00 アルウィン

松本山雅FC VS 京都サンガF.C.

1 1前半0
0後半0 0

セルジーニョ、約2ヶ月ぶりの
ゴールで京都に勝利！

第24節

ヴァンフォーレ甲府選手一覧

＊＝ 2種登録

GK 1 河田　晃兵 1987/10/13 184㎝/73㎏
23 岡　　大生 1988/04/18 185㎝/75㎏
31 岡西　宏祐 1990/07/17 186㎝/80㎏

DF 2 湯澤　聖人 1993/10/10 179㎝/74㎏
3 ビョン ジュンボン 1991/02/05 185㎝/82㎏
4 山本　英臣 1980/06/26 175㎝/69㎏
6 エデル リマ 1986/02/05 187㎝/73㎏
16 松橋　　優 1985/03/22 173㎝/69㎏
22 小出　悠太 1994/10/20 178㎝/76㎏
27 阿部　翔平 1983/12/01 170㎝/72㎏
32 入間川景太 1999/05/20 179㎝/71㎏
33 秋山　拓也 1994/08/26 185㎝/77㎏
34 今津　佑太 1995/07/08 184㎝/78㎏
35 高野　　遼 1994/11/13 171㎝/68㎏

＊37 渡邉　尚樹 2000/11/14 183㎝/75㎏
＊38 井上　　樹 2001/05/28 177㎝/65㎏

MF 5 窪田　　良 1991/04/08 175㎝/65㎏
7 堀米　勇輝 1992/12/13 168㎝/62㎏

MF 8 新井　涼平 1990/11/03 183㎝/67㎏
14 田中　佑昌 1986/02/03 176㎝/75㎏
18 道渕　諒平 1994/06/16 177㎝/74㎏
19 小塚　和季 1994/08/02 173㎝/68㎏
20 島川　俊郎 1990/05/28 180㎝/75㎏
21 荒木　　翔 1995/08/25 166㎝/65㎏
24 曽根田　穣 1994/08/29 171㎝/69㎏
26 佐藤　和弘 1990/09/28 175㎝/68㎏
28 橋爪　勇樹 1990/08/10 175㎝/65㎏

＊36 中島　千風 2000/07/25 180㎝/71㎏
＊39 中山　　陸 2001/01/22 174㎝/64㎏
40 小椋　祥平 1985/09/08 175㎝/67㎏

FW 9 ジ ネ イ 1983/11/11 186㎝/76㎏
13 太田　修介 1996/02/23 176㎝/70㎏
17 金園　英学 1988/09/01 184㎝/78㎏
25 森　　晃太 1997/06/13 175㎝/69㎏
29 ジュニオール バホス 1993/04/19 183㎝/77㎏
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※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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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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山梨県PRブース山梨県PRブース
JA全農長野ブースJA全農長野ブース

STADIUM GUIDE
スタジアムガイド

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 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

コーヒーゼリーラテ
 ￥500
プランテーションティー
 ￥500
かき氷各種 ￥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

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

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
サイコロ（ハラミ）ステーキ
  ¥1000
ホットドック ¥600

生ビール（中） ¥550
生ビール（大） ¥700
山雅ビール（中） ¥650

9 しおじり山賊焼の会 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

山賊焼き ¥700
一口山賊 ¥400
キムタクごはん ¥400
信州地酒 ¥700

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 カフェカーボ 28 Grill Lab. 29 ターメリック 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

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

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
山梨県産牛の串焼き  ￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（甲斐（貝）コロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（ぴーち姫）  ¥600
cafe SENRI
甲府・白桃 &ブルーキュラソークリームソーダ   ¥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

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）

  ヴァンフォーレ甲府グッズ販
売開始（2ゲート付近）

  君も選手に!!フォトスポット開始
 （1ゲート ワンタッチパス設置付近）
 スタジアム大判写真展開始
 （1・4ゲート付近）
15:45  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）
  選手と記念撮影！エプソン

のふれあいフォトサービス整
理券配布（1ゲート付近）

16:00 一般開門
  ガンズくん・片山ホームタウ

ン担当 写真撮影会開始
 （1ゲート付近）
16:30 選手2名との写真撮影会開始
 （1ゲート付近）
16:50 Let’s ラジオ体操！開始
 （ファンパーク）
16:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）
17:05 セイコーエプソン株式会社
 代表取締役社長 碓井 稔様
 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
18:00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
  高崎寛之選手 「J2通算200試

合出場達成｣ 記念セレモニー
 （ピッチ）
18:00 前半キックオフ
18:45頃 ハーフタイム（15分間）
19:00頃 後半キックオフ
19:45頃 試合終了

●Let’s ラジオ体操！
夏休みといえば、ラジオ体操！松本山雅FC戦士と一緒
に、試合前にファンパークで楽しくラジオ体操をして
みませんか?!小中学生の方にはオリジナルラジオ体操
台紙をプレゼント！ 3回連続で参加してくれた方には
抽選でサインボールとサイン入り色紙をプレゼントいた
します。目指せ、皆勤賞！※雨天・強風の場合は中止。
【実施時間】16:50～17:10　【実施場所】ファンパークステージ
●JA全農長野ブース
JA全農長野様のご協力により、「スイカイベント（先
着2,000名様） ＆プルーンイベント（先着1,000名
様）」を実施いたします。そして、プルーンを試食し
た後には種飛ばしゲームにチャレンジしよう！先着
400様にプレゼントがありますよ。※商品が無くなり
次第終了となります。 【実施時間】14:00～
●クラブカードフェスタ
3パックお買い上げごとに、松本山雅FC選手の直筆サイ
ン入りグッズや写真など、豪華賞品が当たるスピードくじ
にチャレンジできますので是非お楽しみください。
※景品は無くなり次第終了となります。
【実施時間・場所】15:00～17:30 ファンパーク
【販売価格】1パック300円（税込）

　　　　甲信ダービー　「甲斐国からいろいろやってくる!!」

Ｊリーグ TEAM AS ONE
「平成30年7月豪雨災害義援金募金」

【実施場所/実施時間（予定）】
①15:45～16:00
　 鐡戸アンバサダー、クラブスタッフ
　（1ゲート）
②15:45～16:45
　今井昌太スクールコーチ、クラブスタッフ
　（4ゲート）
③16:30～17:00
　選手2名予定（1ゲート）、クラブスタッフ
　（4ゲート）

Let’s アルウィン　松本山雅のワクワク夏休み　第2弾♪
●ファンパーク ワクワク夏休みブース
【実施時間】14:00～17:30　【実施場所】ファンパーク内各ブース　【参加費】無料

エプソンスペシャルマッチ2018
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のご協力により、ヴァンフォーレ甲府戦をエプソンスペシャルマッチとして開催いたします。

ファンパーク

●選手と記念撮影！エプソンのふれあいフォトサービス
選手やガンズくん・片山ホームタウン担当と一緒に写真撮影し、そ
の場で写真をお渡しするフォトサービスです（各回先着50組限定）。
参加をご希望される方は事前に整理券をお受け取りください。
【整理券配布時間/配布枚数】15:45～/各回50枚
【整理券配布/実施場所】エプソンブース（場内1ゲート付近）
【実施時間】⑴16:00～16:30 ガンズくん・片山ホームタウン担当 写真撮影会
 ⑵16:30～17:00 選手2名との写真撮影会
＜注意事項＞
※一度に2枚の整理券を受け取ることはできません。
※グループで参加の場合、1組6名様までご参加いただけますので、
代表の方1名様のみお並びください。

※イベント時間に限りがございますのでサイン対応等はできません
ので予めご了承ください。

●MVP賞
松本山雅FCが勝利した場合、MVPに選ばれ
た選手にはエプソンのスマートグラス「BT-
300」、カラリオプリンター「EP-10VA」、
ホームプロジェクター「EB-
W05」＆70型ワイドスク
リーン「ELPSC23」セットの
いずれかが贈呈されます。

● カメラシェアリングサービスPaNの『進化系
フォトフレーム』で今日だけの一枚を撮ろう！

NTTコミュニケーションズ株式会社のカメ
ラシェアリングサービス「PaN」を活用し
た写真撮影体験ブース。参加者には抽選で、
松本山雅FCグッズもプレゼント！
【撮影実施時間】14:00～18:00
【整理券配布時間/配布枚数】14:00～/150枚
【実施・写真引き換え場所】場外サウスゾーン
【写真引き換え時間】16:00～試合終了後30分
●君も選手に！！フォトスポット
あなたも12番目の選手として、選手たちに
並んで写真を撮影してみてください。
【実施場所】1ゲート ワンタッチパス設置付近
【実施時間】15:30～
●スタジアム大判写真展
エプソンのプリンターで印刷した選手の大判
写真を展示いたします！
【実施場所】1・4ゲート付近
【実施時間】15:30～

※写真はイメージです。

※写真は昨年の様子です。

■ セイコーエプソン株式会社presents
『カラリオでガンズくんフォトプロップスを作ろう！』 
ガンズくんなどお好みの絵柄を選んでオリジナルのフォトプ
ロップスを作り、写真撮影や試合の応援で盛り上がりましょう！
※14:00より先着80名様を対象に整理券を配布
※ 参加できなかった方にも、オリジナルデザインペーパーをプレゼント
【所要時間】1人約15分
■和以美株式会社presents『オリジナル木製プレートを作ろう！』
木製プレートにお気に入りのピンやスタンプを押してオリ
ジナル松本山雅FCプレートを製作しましょう。
※14:00より先着100名を対象に、整理券を配布 
【所要時間】1人約20分
■AED（自動体外式除細動器）体験ブース
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院様および
「松田メモリアルNext Generation」様のご協
力により、「AED体験ブース」を設置いたします。
【実施時間】15:00～17:30
【実施場所】ファンパーク内　AED体験ブース

■損害保険ジャパン日本興亜株式会社presents
　『再生紙で作る 紙ひこうき・ぬりえ こどもワークショップ』
損害保険ジャパン日本興亜株式会社松本法人支社に
は、使用済みの紙を原料とし、文書情報を完全に抹
消したうえで新たな紙を生産できるエプソン
社製品のPaperLab A-8000を導入してい
ます。PaperLabによって生産された紙を使って
「塗絵」や「紙飛行機作り」をしてみよう！
【所要時間】1人約30分
■株式会社北沢建築presents『地元信州の木で工作しよう！』
地元信州の木「あずみの赤松」をのこぎり
やかなづち、サンドペーパーなどを使い、
鉛筆立てを製作してみましょう。完成品に
は「OneSoul」の焼き印が入ります。世界
に1つだけのオリジナルグッズをつくろう！
14:00より先着50名を対象に、整理券を配布
【実施時間】15:00～17:30
【所要時間】1人約10分

※写真は過去の様子です。※写真は過去の様子です。

●ヴァンフォーレ甲府
　オフィシャルマスコット
　「フォーレちゃん」来場
先行入場前に場外のサウス
ゾーンやアウェイグッズ販
売所、そして、ファンパー
クでのラジオ体操に参加
予定。 ©2018VFK

※写真は過去のイベント時のものです。

●ファンパークグルメ！29（ニク）の日！
【販売時間】14:00～17:30
■信州松本たて屋本舗
・国産和牛のサイコロステーキ
　（150g・オニオンソース）   ¥1200
・Boo!Boo!フランク   ¥300
・大地の恵み「皮付きポテトフライ」   ¥500
■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
■グラン・シャリオ　コンパニー
・スモークターキードラム   ¥800
・仙台牛タンステーキ   ¥800
・チーズハットグ   ¥500
■山雅牛乳ソフト販売
原料の半分に「松本山雅牛乳」
を使い、こくがあるジェラート
のようなさっぱりした味わいが
人気のJリーグライセンス商品
「松本山雅牛乳ソフトクリー
ム」販売を行います。
【販売価格】400円

●山梨県「名水の地やまなし」のPRブース
山梨県「名水の地やまなし」PRとして、「利き水」
でもらおう！碁石金まんじゅう！イベントを実施い
たします。見事正解した方先着100様には白州の
名水仕込みの白あんが入った碁石金まんじゅうを
プレゼント！

【実施場所】ファンパーク　【実施時間】15:00～17:30

●山梨“ニク”グルメ！“やきまる”
ヴァンフォーレ甲府ホームスタジアムのやきま
るさんがファンパークに出展します！
・クリスタルポークの富士山溶岩焼   500円
・青春のトマト焼そば   500円
【販売場所】ファンパーク　【販売時間】14:00～17:30
●ヴァンフォーレ甲府グッズ販売
【実施場所】2ゲート付近　【実施時間】15:30～ハーフタイム終了まで



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/

N35.6230204, E139.5228193 （神奈川県川崎市 ヴェルディグラウンド）
　プロとしての基礎が全部ここで培われたと言っても過言
ではない、濃密な３年間を過ごした場所です。高校、大学と
専門のＧＫコーチに教わってきたわけではなかった中、菊
池新吉さんというＧＫコーチに初めてキャッチング、ステッ
プ、コーチングなどを教わりました。
　当時のＧＫ陣は土肥洋一さん、高木義成さん、柴崎貴広
さんと年齢もキャリアもバランスが取れていました。僕は今
の山雅でいうとドンちゃん（ゴドンミン）のような立場。当時
は試合に出られるビジョンはまったく湧きませんでしたが、
１つひとつのプレーの質にこだわる先輩たちの姿は本当に
勉強になったし、シュート練習を後ろで見ているだけでも練
習になりました。それまでは淡々とリアクションでサッカー
をやっていた感があったのを「これだけじゃダメだ」と気付
かせてくれましたし、今の自分があるのはそこで過ごせた
からこそ。そうでなければどこまでサッカーを続けていられ
たかわかりません。

　ＧＫは特殊なポジションです。たとえば当時のヴェルディ
で土肥さんが試合に出れば他の３人は出られないけど、出
る選手が気持ちよく試合に向かっていくには何をすべき
か。第２、第３、第４とそれぞれ役割があることもそこで学び
ました。たとえ第４でも練習をちゃんとやらないといけない
よ…ということを、今の山雅でもプレーで見せていきたい
と思っています。鈴木

智幸
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

エプソンスペシャルマッチ　特別景品
　プリンターコンパクトモデル　カラリオミー PF-71   1名様
　GPSランニングウオッチ　WristableGPS SF-120B   1名様
　Smart Canvas 松本山雅FC/グリーン12番   1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
●信越放送株式会社様 ご提供
　SBC94.2FMラジオ   3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。

NEW
 2018クラブオフィシャル
 トレーディングカード 300円（税込）
【枚数】1パック5枚入り
【種類】全60種類（レギュラーカード・マスコットカード・田中隼磨選手500試合

出場記念カード・ゴールゲッターカード・リーディングプレーヤーカード・直筆
サインカード）

【販売場所】ファンパーク
【その他】カードの記載内容、所属は2018年5月8日現在のものです。

NEW
松本×甲府コラボ
トートバッグ
 1,500円（税込）
甲信ダービーを記念し
たガンズくんとヴァン
くんのシルエットトート
バッグです。
【サイズ】48cm×40cm×15cm
 （持ち手2.5cm×60cm)
【素 材】綿
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはござい
ません。

NEW
ナイロンハット 4,000円（税込）
手軽に使えるナイロン素材の軽量ハットは、後
頭部にサイズ調節用のドローコードつきです。
【カラー】グリーン/ ホワイト
【サイズ】フリー　【素材】ナイロン
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはござ
いません。

NEW
 KANKENコラボバッグ 14,600円（税込）
アウトドアブランド「フェールラーベン」の「KANKEN」とのコラボ
バッグです。カジュアルなデザインが人気の「KANKEN」は手さげ
バッグとして、またはリュックとしても使える2WAYバッグ。素材は、
強くて伸びにくく縮みにくいため、重い荷物を入れても安心です。ファ
スナーで全開可能なので、荷物の出し入れも簡単です。リフレクター
素材のキツネマークのワッペンとポケットのガンズくんの刺繍がポ
イントなシンプルなデザインになっております。
【サイズ】38×27×13cm　【素材】ナイロン　【容量】16L
【素 材】ビニロンフェラメント、ポリプロピレン
※オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。

NEW
 フレーム
 キーホルダー
 1,300円（税込）
【サイズ】全長約125mm
【素 材】合金

NEW
番付表フェイスタオル（験担ぎ色）
 2,000円（税込）
【サイズ】約300×800mm
【素 材】ポリエステル100％
※ 7月21日時点での所属選手を掲載しております。
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはござい
ません。



SUPPORTERS

2018年7月28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

※ 7/28 時点登録選手
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