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「強い気持ち」では
誰にも負けないよう

に

Q：後半戦に突入して
以降、チームは好調

を維持しています。

「個々の選手がチー
ムとしてやるべきこと

をしっかりやれてい
るから結果を出せて

いると思っています
し、雰囲気はとても

良いです。前線の選
手もハードワークや

走

力などの特長を生か
して勝利に貢献でき

ています。あとは、こ
れを最後まで継続さ

せていきたいです」

Q：ハードワークや走
力は自身の持ち味で

もありますが？

「個人的にはコンデ
ィションは悪くないで

すが、もっともっと状
態を上げていきた

いと思います。今季は
勝っている状況でチ

ャンスを貰えることが
多いので、まずは

自分の持ち味のハー
ドワークを生かした

前線からの守備の仕
事がメインになりま

す。その中でもゴール
チャンスは必ずある

と思いますし、丁寧
に決めていきたい。

まだ今季は得点がな
いので、FWとしてゴ

ールに絡めるように
頑張ります」

Q：今夏は例年以上
に暑く、走り続けるこ

とは大変なのでは？

「そうですね、今年は
いつも以上に暑いで

す（苦笑）。でも暑い
のは誰もが一緒だ

と思いますし、そうい
う状況でも強い気持

ちを持って臨めるか
が大事になる。その

部分では他の選手に
負けないようにした

いですね」

Q：今日の対戦相手
はFC町田ゼルビアで

す。

「アルウィンですし
、対戦相手どうこう

よりも目の前の試合
を一つひとつ勝って

い

くことが重要。町田
はコンパクトでハイラ

インの戦術を採るチ
ームなので、オフサイ

ドにかからずに上手
く裏を取れればGK

と1対1のチャンスを
作れるはず。あとはし

っかりとゴールを決め
て、首位をキープする

ための貢献が出来れ
ばと思います」

Q：チームの好調と比
例するように周囲の

熱も高まってきました
。

「毎試合1万人を大
きく超えるファン、サ

ポーターの皆さんが
後押しをしてくれるこ

とは本当に心強いで
すし、『もっと頑張ら

ないといけない』と
いう気持ちにさせて

くれます。リーグ戦も
残り3分の1となりま

したが、サポーターの
皆さんには

最後まで一緒に戦っ
てほしいと思います。

そしてJ1昇格しまし
ょう！」

コンディション不良や
代表選出による戦線

離脱の続く今だから
こそ、豊富な運動量

とライン

の裏を突く動きが持
ち味の山本大貴選手

に注目が集まってい
ます。この夏もチーム

の勝利

のために、足を止める
ことはありません。

FW 

山本大貴

 

 

Hiroki YAMAMOTO

HTK　本多通信工業デ
ー
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対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：町田市立陸上競技場
●活動区域／ホームタウン：東京都／町田市
●クラブマスコット：愛称「ゼルビー」
●Jリーグ加盟年：2012年　●社長名：大友　健寿　●監督名：相馬　直樹

第29節 ＦＣ町田ゼルビア

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 56 ＋17
2 大分トリニータ 50 ＋15
3 FC町田ゼルビア 50 ＋13
4 アビスパ福岡 46 ＋11
5 横浜FC 46 ＋8
6 東京ヴェルディ 45 ＋10
7 大宮アルディージャ 44 ＋12
8 レノファ山口FC 43 ＋2
9 モンテディオ山形 40 ＋3
10 徳島ヴォルティス 38 ＋3
11 ファジアーノ岡山 38 ＋2
12 ヴァンフォーレ甲府 37 ＋9
13 水戸ホーリーホック 36 ＋1
14 ツエーゲン金沢 36 ＋0
15 栃木SC 35 －5
16 ジェフユナイテッド千葉 35 －6
17 FC岐阜 32 －5
18 愛媛FC 30 －15
19 アルビレックス新潟 29 －14
20 カマタマーレ讃岐 24 －24
21 ロアッソ熊本 23 －20
22 京都サンガF.C. 22 －17

2018/8/12
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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

 第34節  9月23日（日・祝） 
14：00 ロアッソ熊本
 アルウィン

 第35節  9月30日㈰
14：00 モンテディオ山形
 NDソフトスタジアム山形

 第36節  10月6日㈯
14：00 愛媛FC
 アルウィン

予想フォーメーション & Stats

松本山雅FCVSVSVSVSFC町田ゼルビア
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※スタッツは第 28節終了時点のものです。

勝負の“上位対決”2連戦！3位・町田の良さを消せるか
リーグトップの得点力を誇る千葉との激突となった前々節、そして高温多湿の環境下で
讃岐と対戦した前節。それぞれスタイルは異なるものの難しい相手とのアウェイ2連戦
を連勝で飾り、首位を堅持してアルウィンへと帰ってきた山雅。後半戦に入ってから6
勝1分け無敗と、苦しいなりにも勝ち点3を得ている勝負強さが発揮されているが、まだ
まだリーグは混戦模様だけに気が抜けない。今節からのホーム2連戦では、地の利を生
かして他チームとの差を広げたいところだ。
U-21日本代表に選出された前田大然がアジア大会出場のためにチームを離れた山雅だ
が、ここからの2試合は期せずして上位クラブとの試合となる。今日の対戦相手となる
町田は、ここまで14勝5敗8引き分けで暫定3位につける好調ぶりで、勝ち切れない他の
強豪チームを横目に優勝争いを牽引している。アウェイでの前回対戦時（第5節）は1-2
で敗れているだけに、その雪辱を果たすという意味でも負けられない試合となる。
特徴ともいえるコンパクトフィールドは更に洗練されており、戦術面での浸透度はリー
グ屈指の町田。加えて2トップの中島裕希と鈴木孝司も健在で、若手の平戸太貴や下坂
晃城は急成長中とタレントも粒揃いだけに、厳しい一戦となることが予想される。コン
パクトゆえに空いているスペースを上手く突いて、町田の良さを消すことで試合展開を
優位に導きたい。終盤戦を前にして大一番が続くが、ここを乗り越えられるか。

監督インタビュー 監督　反町 康治

もっと攻撃面でのクオリティーを高めていきたい
Q： 3得点を奪って千葉に勝利した前々節を振り返ってく
ださい。

「千葉の選手たちと比べて、技術面での差があることは分
かっていました。一方で走力やハードワークなど、我々に
しかない強みを出せた試合だったと思います。怪我人など
で台所事情は厳しいのですがチャンスを得た選手たちも
頑張ってくれていますし、その心意気をしっかり買って、
日々の練習から鍛えていきたいですね」

Q： 前節・讃岐戦は1-0で勝利したものの、課題も散見さ
れました。

「高温多湿の環境もあって、非常に体力を消耗させられた一戦でしたね。そんななか早い
時間に先制点こそ奪えましたが、試合を決める2点目が取れなかったために難しい試合
展開となりました。安定した守備を見せることは出来ましたが、攻撃に関してはクオリ
ティーをもっと高めていきたいと感じました」

Q：今日の対戦相手はFC町田ゼルビアです。注目の上位対決となりますが？
「町田は、どの相手にも自分たちの戦い方を変えることがありません。やることは分かっ
ているのですが、対策をされていても結果を残しているというのは、徹底した“全員サッ
カー”だからこそ。またセットプレーのキッカーとしても活躍している平戸太貴をはじ
め、攻撃的な選手が多く、非常に強力なチームです。我々としては相手のストロングな
ところを上手く消しながら、自分たちの良さを出していこうと思います。勝利を目指し
て頑張りますので、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
中島 裕希 8
平戸 太貴 7
鈴木 孝司 5
吉濱 遼平 4
深津 康太 3

他 1名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 8
高崎 寛之 6
前田 大然 6
岩上 祐三 5
永井 龍 3

他 2名

昨季、5失点
の大敗を喫し
たフクアリ。
そのリベンジ
を狙う山雅だ
ったが、千葉
に攻勢を仕掛
けられ押し込
まれる場面が
増え、 前半
終了間際の
41分にPKか
ら先制点を奪われてしまう。しかし、その4分後に
U-21日本代表に選出された前田のゴールで同点に
追いつくと、後半は山雅のペースに。千葉の左SBの
裏を狙うことで好機を作り、52分に岩上、61分に
は岩間のゴールが決まる。試合終了目前で1点を返
されたものの、山雅が3-2で勝利を飾った。

vs ジェフユナイテッド千葉

8月4日㈯18:00 フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉 VS 松本山雅FC

2 1前半1
1後半2 3

前田、岩上、岩間！千葉の弱点を
巧みに突いて3得点

第27節

調子を上げて
いる讃岐に対
し、先手を取
ることで優位
に立ちたい山
雅。開始直後
の3分 にCK
のチャンスを
得ると、岩上
からのキック
を中美が頭で
そらし、最後
は浦田がヘディングシュートでゴールネットを揺ら
す。幸先の良いスタートを切ったことで前半は主導
権を握り続けたものの、後半は立て直しに成功した
讃岐が攻勢を仕掛ける。しかし山雅も粘り強い守備
で対抗し、最後までゴールを許さず。1-0で勝利し、
連勝を「5」に伸ばした。

vsカマタマーレ讃岐

8月11日㈯ 18:00 Pikaraスタジアム

浦田の挙げた先制点を守り切り、
リーグ戦5連勝！

第28節

ＦＣ町田ゼルビア選手一覧

＊＝ 2種登録

GK 1 福井　光輝 1995/11/04 184㎝/78㎏
21 髙原　寿康 1980/10/18 185㎝/78㎏
31 渡辺　健太 1998/04/28 188㎝/77㎏

DF 3 藤井　航大 1991/01/13 186㎝/80㎏
4 チョン ハンチョル 1996/06/20 185㎝/79㎏
5 深津　康太 1984/08/10 181㎝/75㎏
13 大田　隼輔 1994/05/02 177㎝/70㎏
17 下坂　晃城 1993/09/25 176㎝/70㎏
22 橋口　拓哉 1994/09/27 190㎝/85㎏
23 酒井　隆介 1988/09/07 182㎝/75㎏
25 小島　雅也 1997/11/09 170㎝/64㎏
35 大谷　尚輝 1995/09/24 183㎝/78㎏

MF 2 奥山　政幸 1993/07/28 173㎝/70㎏
6 李　　漢宰 1982/06/27 173㎝/68㎏

MF 7 杉森　考起 1997/04/05 173㎝/64㎏
8 平戸　太貴 1997/04/18 177㎝/68㎏
10 土岐田洸平 1986/03/16 176㎝/72㎏
14 吉濱　遼平 1992/10/24 172㎝/68㎏
15 井上　裕大 1989/05/30 170㎝/65㎏
19 土居　柊太 1996/02/29 173㎝/70㎏
24 ロメロ フランク 1987/08/19 177㎝/77㎏
29 森村　昂太 1988/08/14 181㎝/71㎏
32 戸高　弘貴 1991/11/18 161㎝/62㎏

FW 9 鈴木　孝司 1989/07/25 179㎝/77㎏
11 中村　祐也 1986/04/14 168㎝/68㎏
20 ドリアン バブンスキー 1996/08/29 186㎝/77㎏

＊28 橋村 龍ジョセフ 2000/08/23 177㎝/67㎏
30 中島　裕希 1984/06/16 175㎝/76㎏

カマタマーレ讃岐 VS 松本山雅FC

0 0前半1
0後半0 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）
当日券販売所

ユニフォームブース
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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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（購入は会場外）（購入は会場外）
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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 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

コーヒーゼリーラテ
 ￥500
プランテーションティー
 ￥500
町田戦限定かき氷 ￥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
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 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 ¥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 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 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

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

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
東京都産黒毛和牛の串焼き  ￥800
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（れんこんビーフコロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（青いイナズマ）  ¥600



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

14:30 ファンパーク縁日開始
 （ファンパーク）

15:00 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）

  ヘアアレンジブース開始／
浴衣の着付け直しサービス
ブース開始（ファンパーク）

16:00  クラブガンズ会員受付
開始／浴衣姿でもらおう、
フェイスシール！プレゼン
ト開始（スタジアム場外サ
ウスゾーン）

  Let’s 運試し! 「松本山雅
FCボールストラップ」 ＆
「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）

16:30 先行入場開始

17:00 一般開門
  浴衣姿の選手と写真を

撮ろう！整理券配布開始
（ファンパークステージ前）

 Let’s ラジオ体操！開始
 （ファンパーク）
  
17:30  浴衣姿の選手と写真を撮

ろう！撮影会開始
 （ファンパークステージ前）
  
17:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

17:55～ 本多通信工業presents
  安曇野市立三郷中学校

吹奏楽部パフォーマンス
（ピッチ）

18:05 本多通信工業株式会社
 代表取締役社長
 佐谷紳一郎様ご挨拶
 （ピッチ）

18:25 選手ピッチ内ウォーミングアップ開始

18:48 選手紹介
  
19:00頃 本多通信工業株式会社
 代表取締役社長
 佐谷紳一郎様
 キックインセレモニー
  守田達弥選手『明治安田

生命Jリーグ Mastercard 
priceless japan 月間MVP』
表彰セレモニー

 （ピッチ）

19:00 前半キックオフ

19:45頃 ハーフタイム（15分間）
  HTK アルウィン花火大会
 （アルウィン北側上空）

20:00頃 後半キックオフ

20:45頃 試合終了

ファンパーク

松本山雅FCでは、クラブのミッションである『だれからも「愛される」「親しまれる」「応援される」 魅力あるクラブの実現』に向けて、子
どもからお年寄りまで、笑顔があふれ楽しんでいただけるスタジアムづくりを目指しています。
私たちの目指す理想のスタジアムの在り方を「みんなでつくろう SMILE ALWIN ～笑顔のあふれるスタジアムをみんなでつくろう！～」をキーメッ
セージに笑顔の輪を広げて参ります。

ファンパークでは、楽しい企画が盛りだくさん♪キックオフ前の
ひと時はファンパークで楽しもう♪

Let’sアルウィン 松本山雅のワクワク夏休み！第3弾♪『浴衣で花火ナイト！アルウィン夏祭り』
花火が打ちあがる夏の夜に合わせて “アルウィン夏祭り”を開催いたします。

HTK 本多通信工業デー
プラクティスウェアスポンサーおよびユーススポンサーの本多通信工業株式会社様のご協力により、FC町田ゼルビア戦を『HTK 
本多通信工業デー』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。
●HTK アルウィン花火大会

本多通信工業株式会社様のご提供により、
今年もハーフタイムになんと“200発！”の花
火が打ちあがります。夏のアルウィンの夜空
を彩る“アルウィン花火”を是非お楽しみに♪
【実施場所】アルウィン北側上空
【実施時間】ハーフタイム

●浴衣でナイト！アルウィン夏祭り企画
■ファンパーク縁日
射的やたこやきなどお祭り気分が味わえる縁日
の屋台が数種類ファンパークに登場します！
（各種有料）
【実施時間】14:30～18:30
※写真は昨年の様子です。

グラン・シャリオ・コンパニー
・ゴロゴロ果肉の入ったかき氷………600円
・牛串焼   600円
・たこ焼   500円
・射的   500円
・大阪焼   200円
・お宝すくい   500円
・生ビール   小550円 大700円
・山雅ビール   小650円 大800円

珈琲哲學　松本店
・スノーアイス   600円
・かき氷   300円
・ソフトクリーム   300円
わが家のごはん
・やきとり   400円
・やきそば   400円
・焼とうもろこし   150円

■浴衣の着付け直しサービス
浴衣で来てみたけれども正しく浴衣を着ること
ができているのか不安という方や、アルウィンにくるまでに帯が緩んでし
まったという方向けに美容組合 中信支部様のご協力により、浴衣の着
付け直しサービスを実施いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【実施時間】15:00～18:30
【実施場所】浴衣の着付け直しサービスブース（ファンパーク）

■浴衣に似合う髪型に♪
　ワンポイントヘアアレンジ＆
　セルフヘアアレンジコーナー
美容組合 中信支部様のご協
力により「浴衣に似合う！簡
単ワンポイントヘアアレンジ
コーナー」を実施。混雑時
には、松本山雅FC公式グッ
ズのヘアアクセサリーをお持
ちの方や浴衣や甚平、法被
を着てご来場いただいた方
を優先的に受付させていた
だきます。また、先着50名
様に美容組合中信支部様ご
提供“ミニハンカチ”をプレゼ
ント。
さらに、（株）泉精器製作所
様の製品を自由に体験いた
だくコーナーも設けますの
で、ぜひワンポイントアドバ
イスなどを聞きながら自分でヘアアレンジにトライしてみてくだ
さい！ 
【実施時間】15:00～18:30
【実施場所】ヘアアレンジブース（ファンパーク）

■浴衣姿でもらおう、フェイスシール！
浴衣や甚平、法被をご着用のうえご来
場いただいた方を対象に「フェイスシー
ル」をプレゼントいたします。※お1人
様どちらか1種類をお選びいただきます。
【実施時間】16:00～19:00
【実施場所】クラブガンズ会員受付
 （場外サウスゾーン）
※ ファンパークではありませんのでご注意ください。

●本多通信工業presents
　安曇野市立三郷中学校吹奏楽部パフォーマンス

大きな声であいさつ、返事をすること、宿題を
必ず提出するなど、文武両道、日常生活のきま
りを大切にしながら活動する三郷中学吹奏楽部。
音＝心！伝えます！三郷サウンド!!!
【実施場所】ピッチ　【実施時間】17:55～

●Let’s 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！
甲府戦・町田戦・横浜
戦の3戦連続で参加し
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・強風中止
【実施時間】17:00～17:30
【実施場所】ファンパークステージ

●Let’s 運試し! 「松本山雅FCボールストラップ」＆「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

サッカーボールに選手の背番号が入ったサッカー
ボール型のストラップを新発売！どの選手が当たる
かは、ヒイテミテからのお楽しみ♪全商品「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!!当たりが出た方はブースにてお引換下
さい。
※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いたします。その他
グッズ販売所やガチャガチャの販売はありませ
んので、ご注意ください。

【販売時間】16:00～18:30
【販売価格】松本山雅FCボールストラップ

 200円（税込）
 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）
【販売数量】松本山雅FCボールストラップ　約10,000個

●本多通信工業株式会社
　代表取締役社長 佐谷紳一郎様
　ご挨拶・キックインセレモニー
「HTK 本多通信工業デー」の開
催を記念して本多通信工業株
式会社 代表取締役社長 佐谷紳
一郎様よりご挨拶を賜ります。
また、キックオフ前にはキック
インセレモニーを執り行ってい
ただきます。

【実施場所】ピッチ
【実施時間】ご挨拶 18:05～／
 キックインセレモニー
 19:00頃



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/

S23.6148287,W46.7685936 （ブラジル タボン・ダ・セーハ）

岩間雄大の
座標

　19～20歳の半年間、サッカー留学をしていたブラジル
の街です。地元の先輩のつてを頼って、「イボさん」という
名前だけしか知らない人を目指してサンパウロの空港に降
り立ちました。両親はめちゃくちゃ心配していたと思います
が、当時の僕は「憧れのカズさんもいたブラジルに行ける！
超楽しみ！」という感じで怖さは全く感じなかったです（笑）。
　ホームステイさせてもらった先は、１年だけヴェルディ川
崎（当時）でプレーしていたエンブーという選手の家。片言
の日本語をしゃべれる方だったのですごく助かったし、自分
もポルトガル語をゼロから勉強しました。地元のＣＡタボン・
ダ・セーハというチームに話を通してもらって練習参加。サ
バイバル要素が強い日々でしたね（笑）。トレーニングの時
間に誰も来ていないのは当たり前で、知らないうちにオフ
になっていることも。慣れるまでは苦労しましたが、明るく
て温厚な人たちばかりだったので助けられた部分も大き
かったです。

　サッカーは個を重視するスタイル。ある程度通用する部
分もあって楽しかったし、ブラジル人にしかないような一瞬
のキレとか感覚を学べました。最終的には契約の話も出ま
したが、ビザが半年しかなく難しいということで帰国。その
後は今まで奪えなかったボールが取れるようになっていた
りして、経験が生きていると感じました。

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

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「豆腐製品」詰め合わせセット   2名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　はち3つ＆プルーン ぶどうミックス（20缶入り）   5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
クールタオルマフラー 1,300円（税込）

「接触冷感でひんやり快適に」
特殊な糸・クール糸（ホワイト）が織り込まれており、接触冷
感作用によって表面に触れるとほんのり冷たく感じられます。
水にひたしたり、保冷剤を一緒に使用することでさらに冷感
の効果が得られます。
【サイズ】約165×930mm　【素材】ポリエチレン55％、綿45％
【カラー】ミントグリーン×ホワイト（ホワイト部分がクール糸です。）
※オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。
　あらかじめご了承ください。

リストバンド（2018山の日） 800円（税込）
【サイズ】約80×80mm　　【素材】綿アクリル

　アルプスキーホルダー
 600円（税込）
【サイズ】本体約6×6cm
【素 材】PVC、鉄

NEW

NEW

タオルマフラー
（全緑、登頂！）
 2,200円（税込）
【サイズ】約20cm×110cm
【生産地】愛媛県今治市

NEW

再入荷トートバッグ
（アルプス）

 1,800円（税込）
【サイズ】
約360×370×110mm
【素 材】綿100％

クラブ初 黒色のタオルマフラー。サマーユニフォームのデザインと同
じく夏のアルプスから流れ出る多くの清流を斜めに配し、差し色として、
生い茂る鮮やかな緑の木々を、クラブユニフォームとしては初となる「セ
ミソーラーグリーン」で表現。白色の部分は畜光糸で編みこまれており、
日中の日光を吸収することにより信州で見られる蛍のように夜間にほん
のり光る仕様となっています。ここからさらに、全ての緑の力を結集し
J1へ昇格できるよう、サポーターの皆さんとクラブが1つになれるよう
にシーズンスローガンの【One Soul 全緑、登頂！】も中心に置きました。
ぜひ、共に真夏のアルウィンで“頂”を目指して熱く戦いましょう！



SUPPORTERS

2018年8月17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 27
ANDERS APLIN

アンダース アプリン
1991/06/21
180cm/75kg
ゲイランインターナショナルFC

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

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 5
Yudai IWAMA

岩間 雄大
1986/02/21
178cm/69kg
V・ファーレン長崎

MF 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg
愛媛 FC

MF 23
Tomotaka OKAMOTO

岡本 知剛
1990/06/29
179cm/70kg
湘南ベルマーレ

MF 8
SERGINHO

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

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 20
Takayoshi ISHIHARA

石原 崇兆
1992/11/17
172cm/67kg
ファジアーノ岡山

FW 11
Kohei MISHIMA

三島 康平
1987/04/15
183cm/75kg
水戸ホーリーホック

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
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 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

※ 8/17 時点登録選手

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

DF 50
Tomoki IMAI

今井 智基
1990/11/29
178cm/78kg
柏レイソル
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