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山雅の勝利に貢献で
きて感動しました

Q：上位チームとの直
接対決となったアウェ

イ福岡戦では見事な
ゴールを決めました。

「見てのとおりの厳
しい試合展開になり

ました。そういうなか
、自分も山雅2試合

目という早い段階で
勝利に貢献できたこ

とには感動しました
。決めた直後は言葉

にならないような感
情が湧き上がりまし

たが、まだまだシーズ
ンは続きます。これ

からも結果を出して
いきたい気持ちです

」

Q：前線の選手に負傷
が相次いでいることで

、ジネイ選手のプレー
に注目が集まって

いますが？
「期待していただけ

ることは嬉しいです。
これからラストスパー

トになりますが、負

傷している選手たち
も復帰に向けて準備

しており、チームにと
ってはプラス材料で

す。よりチーム内競争
は激しくなると思い

ますが、自分も負け
ないように気を引き

締めて臨みたいです
ね」

Q：チームはJ1昇格、
J2優勝を目指してい

ます。この状況で求め
られることは？

「福岡戦のように上
位チームとの直接対

決で勝っていくこと
は大切なこと。そし

て、その良い状態を
持続していくことが

重要です。いま自分た
ちが取り組んでいる

サッカーを信じて続
けていけば、自然とJ

1昇格は近づくはず。
J1に値する山雅サポ

ーターの皆さんのた
めにも頑張りたいと

思います」

Q：今日の対戦相手
はロアッソ熊本にな

ります。

「甲府所属時にも対
戦していますが、非

常に手強い相手です
。現状は結果が出て

いないようですが、
上位と下位との差が

ほとんどないのがJ
2の特徴でもある。

良

い選手も多いので厳
しい試合になること

は間違いなく、少しで
も油断するようなこ

とはあってはならな
い。最後まで気を緩

めてはいけないこと
は、ブラジルでプレー

していた頃から身を
持って体験しています

」

Q：J1昇格という目標
を達成するためにも

、ジネイ選手の得点に
期待が高まります。

「もちろん自分がア
ルウィンでゴールを

決めることができれ
ば嬉しいですが、チー

ムが勝利することは
もっと嬉しいので、そ

のためにプレーしま
す。

いつも素晴らしい雰
囲気を作ってくれる山

雅サポーターのため
にも

今日は勝ち点3を取る
ので、見ていてくださ

い！」

第32節・福岡戦で価
値ある決勝ゴールを

叩き出し、加入早々に
結果を出したジネイ

選手。

打点の高いヘディン
グやポストプレーだ

けでなく、高い位置
からの守備にも汗を

かくなど

『山雅スタイル』にも
戸惑いはありません

。
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守備は機能も、フィニッシュの精度に
欠いてドロー
山口との雨中での一戦は、
開始直後から山雅が流れ
を引き寄せた。組織的な守
備で山口のサイド攻撃を
封じ、オナイウ阿道にシュ
ートを打たせないことに
成功。すると攻撃面でもリ
ズムが生まれ、多くのチャ
ンスを作りだす。しかし、
フィニッシュの精度が物足りずに決めきれない。スコア
レスのまま迎えた後半は、お互いに選手交代で状況打開
を図ったが、ゴールは遠いまま。山雅は75分にジネイ
を投入するも、最後まで決勝点は生まれなかった。
DF31
橋内優也選手
「山口を相手
に、大きなピン
チを作らせな
かったと思う。
残りの試合でもサボったりス
キを与えたりしないで守備
できれば、勝ち点は積み重ね
られる。自分たちのベースは
取り戻せたので、次の熊本戦
こそ勝ち点３を取りたい」

MF6
藤田息吹選手
「なんとしても
勝ち点３を取
らないといけ
ないゲームだ
ったので、少し残念です。守
備面は最後まで安定してい
たが、攻撃面については幾つ
か決定機は作れていたけど、
もっと回数を増やすなど改
善の余地がまだあると思う」

対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：えがお健康スタジアム
●活動区域／ホームタウン：熊本県／熊本市
●クラブマスコット：愛称「ロアッソくん」
●Jリーグ加盟年：2008年　●社長名：永田　求　●監督名：渋谷　洋樹

第34節 ロアッソ熊本

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 61 ＋15
2 FC町田ゼルビア 60 ＋16
3 大分トリニータ 57 ＋20
4 東京ヴェルディ 56 ＋13
5 横浜FC 56 ＋12
6 大宮アルディージャ 54 ＋14
7 アビスパ福岡 54 ＋13
8 徳島ヴォルティス 53 ＋15
9 モンテディオ山形 49 ＋1
10 ファジアーノ岡山 48 ＋2
11 水戸ホーリーホック 47 ＋4
12 レノファ山口FC 45 －4
13 ヴァンフォーレ甲府 42 ＋7
14 ジェフユナイテッド千葉 42 －2
15 栃木SC 41 －9
16 ツエーゲン金沢 40 －1
17 愛媛FC 39 －12
18 アルビレックス新潟 36 －12
19 FC岐阜 32 －15
20 京都サンガF.C. 28 －18
21 ロアッソ熊本 27 －22
22 カマタマーレ讃岐 26 －37

2018/9/19
現在

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

 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

 第37節  10月14日㈰
14：00 ツエーゲン金沢
 石川県西部緑地公園陸上競技場

 第38節  10月21日㈰
14：00 FC岐阜
 アルウィン

 第39節  10月28日㈰
14：00 大分トリニータ
 大分銀行ドーム

 第40節  11月4日㈰
14：00 東京ヴェルディ
 アルウィン

 第41節  11月11日㈰
14：00 栃木SC
 栃木県グリーンスタジアム

予想フォーメーション & Stats
松本山雅FCVSVSVSVSロアッソ熊本
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※スタッツは第 33節終了時点のものです。

チーム一丸で得点を奪い、ホーム4試合ぶりの白星を！
いよいよJ2リーグも終盤戦。暫定首位を維持する山雅は、収穫と課題の両面が見られて
いる。前節・山口戦では守備が機能し、2試合連続となるクリーンシートを飾った。一
方の攻撃はチャンスこそ多く作り出したもののフィニッシュの精度を欠き、無得点のま
ま試合終了となった。本格化する昇格争いを勝ち抜くために求められるのは、苦しい中
でも勝ち点を積み重ねられる勝負強さ。収穫は継続しつつ、課題の克服を目指したい。
今日の対戦相手は、天皇杯も含めると今季3戦目のロアッソ熊本だ。序盤戦はプレーオ
フ出場圏内につけるなど好調だったものの中盤戦以降は苦しい試合が続き、ここまで7
勝6引き分け20敗で暫定21位となっている。しかし個々の戦力は粒ぞろいで、前線には
二桁ゴールを記録している皆川佑介や安柄俊など得点力を持つアタッカーがおり、WB
の田中達也はリーグ屈指のサイドアタッカーとして活躍中。ボール保持力も高く、間違
いなく難敵といえる。
その一方、ここまでの熊本はチーム総失点数が61失点となっている。ベテランの青木剛
が統率する最終ラインだけの責任ではないが、複数失点を喫している試合も多く、得点
のチャンスはありそうだ。山口戦での反省を踏まえて、決める場面で決めきる集中力が
問われることになる。オープンプレーはもちろんセットプレーも重要だけに、チーム一
丸となってゴールを奪いたい。そして目指すは、ホームゲーム4試合ぶりの白星だ。

監督インタビュー 監督　反町 康治

これからは一戦必勝の決意で頑張ります
Q： 第33節・山口戦は好機を決め切れず、スコアレスド
ローに終わりました。

「内容は悪くなかっただけに、勝たなければいけない試合
でしたね。先の福岡戦に比べると守備も組織的で、中盤か
らアタッキングエリアまでボールも動かせており、チャン
スの数も圧倒的に多かったと思います。しかし当たり前で
すが、決めるべきところで決めなければ厳しい展開になっ
てしまう。フィニッシュの場面に課題の残った試合になっ
てしまいました」

Q： 今日の対戦相手はロアッソ熊本になります。どのような印象がありますか？
「ここまでは苦しい戦いが続いていますが、今の順位にいるようなチームではありません。
ボールを動かす力は高く、失点数は多いようですが守備は決して緩くない。またサッカー
文化が根付いている土地柄でもあり、ユースで育った才能のある若手を次々とトップチー
ムへと輩出しています。我々としては、やりづらい相手であることは間違いないでしょうね」

Q：試合のポイントは、どこになるでしょうか。
「まず得点力のある皆川佑介と安柄俊を、どう抑えるかが重要。そしてWBの田中達也で
すが得点もアシストも出来る選手で、前回対戦時で対峙していた石原は試合後にはヘロ
ヘロになっていました。現在は左WBでもプレーしていますが、やはりサイドの攻防は
カギになるでしょう。難しい試合になりますが、一戦必勝の決意で頑張ります。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
安 柄俊 10
皆川 佑介 10
田中 達也 6
八久保 颯 3
伊東 俊 2

他 1名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 9
高崎 寛之 6
前田 大然 6
岩上 祐三 5
永井 龍 3

他 2名

vs レノファ山口FC
9月15日㈯13:00 アルウィン

松本山雅FC VS レノファ山口 FC

0 0前半0
0後半0 0

反町　康治 監督 霜田　正浩
GK 1 守田　達弥
DF 4 飯田　真輝
DF 31 橋内　優也
DF 2 浦田　延尚
MF 3 田中　隼磨
MF 5 岩間　雄大
MF 6 藤田　息吹
MF 20 石原　崇兆
MF 8 セルジーニョ
FW 9 高崎　寛之
FW 19 山本　大貴

STARTING MEMBER
GK 17 吉満　大介
DF 6 前　　貴之
DF 35 ワシントン
DF 3 渡辺　広大
DF 16 瀬川　和樹
MF 18 高木　大輔
MF 29 三幸　秀稔
MF 5 佐藤健太郎
MF 8 ジュリーニョ
FW 9 岸田　和人
FW 19 オナイウ 阿道

GK 16 村山　智彦
DF 29 下川　陽太
DF 50 今井　智基
MF 13 中美　慶哉
MF 23 岡本　知剛
MF 47 岩上　祐三
FW 49 ジ　ネ　イ

SUBSTITUTE

GK 44 藤嶋　栄介
DF 11 鳥養　祐矢
DF 26 ヘ　ナ　ン
MF 7 大﨑　淳矢
MF 24 山下　敬大
FW 32 丸岡　　満
FW 50 高井　和馬

得点者
山本→岩上（50分）
高崎→ジネイ（75分）
セルジーニョ→中美（87分）

交代
高木→丸岡（61分）
岸田→高井（61分）
ジュリーニョ→山下（90分）

セルジーニョ（43分）
橋内（53分） 警告 ワシントン（89分）

第33節

ロアッソ熊本選手一覧

＊＝ 2種登録

GK 1 畑　　　実 1989/03/30 193㎝/83㎏
21 野村　政孝 1991/06/29 188㎝/78㎏
30 佐藤　昭大 1986/08/30 185㎝/78㎏
35 内山　　圭 1993/07/19 181㎝/74㎏
36 似鳥　康太 1996/04/16 188㎝/84㎏

＊40 上田　龍朋 2001/12/06 180㎝/70㎏
DF 3 イム ジンウ 1993/06/15 187㎝/80㎏

4 園田　拓也 1984/11/23 180㎝/71㎏
5 植田龍仁朗 1988/01/29 188㎝/78㎏
7 片山　奨典 1983/09/08 169㎝/68㎏
13 多々良敦斗 1987/06/23 178㎝/73㎏
15 青木　　剛 1982/09/28 183㎝/75㎏
16 ヤン サンジュン 1996/11/05 181㎝/75㎏
23 小谷　祐喜 1991/07/27 180㎝/76㎏
24 高瀬　優孝 1991/11/25 172㎝/68㎏
29 衛藤　幹弥 1999/09/29 174㎝/73㎏
39 鈴木　翔登 1992/10/16 184㎝/77㎏
45 横山　知伸 1985/03/18 184㎝/75㎏

MF 2 黒木　晃平 1989/07/31 175㎝/70㎏

MF 6 村上　　巧 1989/09/12 176㎝/70㎏
8 上村　周平 1995/10/15 164㎝/55㎏
14 田中　達也 1992/06/09 172㎝/69㎏
19 八久保　颯 1993/06/23 168㎝/57㎏
20 上里　一将 1986/03/13 172㎝/70㎏
22 上原　拓郎 1991/07/08 177㎝/70㎏
25 田辺　圭佑 1992/03/29 170㎝/67㎏
27 中山　雄登 1991/04/11 163㎝/56㎏
28 林　　祥太 1995/02/24 175㎝/65㎏
31 伊東　　俊 1987/10/29 165㎝/64㎏
32 米原　秀亮 1998/04/20 184㎝/72㎏
33 坂本　広大 1995/09/20 175㎝/71㎏
37 池谷　友喜 1995/06/27 163㎝/60㎏
50 水野　晃樹 1985/09/06 173㎝/66㎏

FW 9 安　　柄俊 1990/05/22 183㎝/73㎏
11 皆川　佑介 1991/10/09 186㎝/84㎏
17 佐野　　翼 1994/10/18 176㎝/73㎏
18 巻　誠一郎 1980/08/07 184㎝/81㎏



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

10/14金沢戦
チケット販売所
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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

ガーデンテラス
エリア
ガーデンテラス
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（購入は会場外）（購入は会場外）

AED設置場所

Yellステーション
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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 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

藤田選手の夏バテ知らず！
スタミナポークソテー丼　￥６００

藤田選手プロデュースメニュー

ビタミンたっぷり♪さわやかグレ
フルゼリー＆ドリンク ￥500
数量限定 自家製カツ
サンド ￥600

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 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 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

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

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 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 うまいもん屋 元ちゃん 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

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

本日限定メニュー紹介
肉のあづみ野屋
「熊本県産 九州彩美牛」串焼き  ￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（桜コロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（レッドベア）  ¥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。

長野県と長野県赤十字
血液センター様に「スポー
ツによる元気な信州づく
り包括連携協定事業」の
一環で献血活動を実施い
ただきます。献血にご協
力いただいた方には記念品のほかに、松
本山雅FCグッズが当たる抽選会にもご
参加いただくことができます。また、献
血マスコットの「ちっち」がブースにて皆
様をお迎えいたします。
～献血について～
血液は人工的にはつくることができませ
ん。病気やけがで血液が必要な患者さん
は、一日に約3000人と言われております。
健康な皆さんからの血液で多くの患者さ
んの命が救われます。
※献血はスタッフの指示のもと行い、体
調のすぐれない方はご遠慮ください。

【実施場所】有料駐車場入り口付近にて
【実施時間】9:30～12:30

献血実施

TIME TABLE
9:30  献血開始
 （有料駐車場入り口付近）

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）

  カーネーションプチブーケ
を作ろう！整理券配布開始
／信州農畜産物クイズラ
リー！応募用紙配布（1回目）
（ファンパーク JA全農長野
受付ブース）

  松本山雅牛乳ソフトクリーム
特別販売開始（ファンパーク）

  熊本城復興支援パネル展開
始／熊本城災害復旧募金開
始（場外サウスゾーン）

11:00  キッセイ商事㈱ブース開始
（スタジアム場外4ゲート付近）

  明治安田生命J2リーグ第37
節金沢戦チケット販売開始
（当日券販売所横）

  Let’s運試し！「ボールストラッ
プ」&「ホームタウン豆ガン
ズくん缶バッチ」「ピカピカ
松本山雅FCアヒルキーホル
ダー」販売開始（ファンパー
ク）

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）

12:00 一般開門
  カーネーションプチブーケを

作ろう！第1回開始（プチブー
ケ作りブース（1ゲート付近））

12:30  信州農畜産物クイズラリー！
応募用紙配布（2回目）（ファ
ンパーク JA全農長野受付
ブース）

  カーネーションプチブーケを
作ろう！第2回開始（プチブー
ケ作りブース（1ゲート付近））

12:50頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

13:00  カーネーションプチブーケを
作ろう！第3回開始（プチブー
ケ作りブース（1ゲート付近））

13:05～ JA全農長野 運営委員会会長
 雨宮 勇 様 ご挨拶（ピッチ）

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 JA全農長野運営委員
 由井 和行様
 キックインセレモニー（ピッチ）

14:00 前半キックオフ 

14:45頃 ハーフタイム（15分間）

 「信州プレミアム牛」PR
 生CM（ピッチ）

15:00頃 後半キックオフ

15:45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。

信州の秋 実りの秋 山雅の秋　おいしさのサポーター　JA全農長野デー
オフィシャルスポンサーのJA全農長野様のご協力により、ロアッソ熊本戦を『信州の秋 実りの秋 山雅の秋　おいしさのサポーター JA全
農長野デー』として、開催いたします。
●選手やガンズくんと一緒にカーネーションプチブーケを作ろう！
カーネーションを使ったプチブーケ作
り体験会を実施します。第1回、第2
回には選手、第3回にはガンズくんが
参加予定です。
※写真は昨年の様子です。
※写真はイメージです。
【整理券配布場所／配布時間】
ファンパーク JA全農長野受付ブース／10:00～
【実施場所】プチブーケ作りブース（1ゲート付近）
【実施時間】第1回12:00～ 第2回12:30～ 第3回13:00～

JA全農長野様のご協力により、今節のファンパークは秋の味覚をたくさん味わえる『JA全農長野パーク』として様々なイベントを開催いたします。

●信州ポークのPRキャラクター「リッキー」&JA全農
長野 農産物PRキャラクター「信州力」来場！

“とんでもないうまさ
だぜ”でおなじみ、信
州ポークのPRキャラク
ター「リッキー」とJA
全農長野　農産物PR
キャラクター「信州力」
がJA全農長野デーを
盛り上げにアルウィン
に来場します！

キッセイ商事株式会社ブース
キッセイ商事株式会社様がJリー
グオフィシャルライセンス商品
「松本山雅応援　信州そば」の
販売ブースを出展いたします。

【販売価格】400円（税込）
【販売場所】スタジアム場外
 4ゲート付近
【販売時間】
11:00～
試合終了30
分後まで

※ 予定数量
が完売次
第終了と
なります。

●JA全農長野パーク！「ファンパーク1周！
　信州農畜産物クイズラリー！」
5つのJA全農長野テントすべてをまわり、試食
や体験を行っていただく信州農畜産物クイズラ
リーを実施します。全問正解の皆様には、JA全
農長野と松本山雅FCコラボのオリジナル絆創膏
をプレゼント！
〈出展ブース〉
①野菜とくだもののスムージーの試飲&きのこ
の浅漬けの試食&野菜・くだものクイズ
②ダンボール箱クイズ&選手サイン入りダンボー
ルで組み立てるサッカーボールキット抽選
③信州ポークの試食&信州ポーククイズ
④もちもちミルクパンの試食&もちもちミルク
パンクイズ
⑤JA松本ハイランド「ごぼうのまぜごはん」試
食&新米PR&米つぶ移しゲーム

【応募用紙配布場所】ファンパーク
 JA全農長野受付ブース
【応募用紙配布時間】1回目 1,000枚　10:00～／
 2回目 1,000枚　12:30～
※このクイズへの参加には応募用紙が必要です。試食のみ、体
験のみなどの参加はできません。また、試食・体験参加は、
応募用紙1枚につき1名様とさせていただきます。

●ファンパークグルメ
■ドリームワークス
㈳長野県知的障害者育成会ドリームワークスの皆様が、神林山
雅の会の皆様と一緒に手作りのスイーツや雑貨等を販売します。
【実施時間】10:00～13:30
・クッキー各種   300円～
・クレープ   450円
・手作りのオリジナル雑貨   200円～

● Let’s運試し！「ボールストラップ」&「ホームタウン
豆ガンズくん缶バッチ」&「ピカピカ松本山雅FCア
ヒルキーホルダー」販売

ホームタ
ウンデー
を記念し、
製作され
た「ホーム
タウン 豆
ガンズくん
缶バッチ」、
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」、ピカピ
カ光る「アヒルキーホルダー」を販売いたします。どの選手が当
たるかは、ヒイテミテからのお楽しみ♪
缶バッチを除く2つの商品は「当たりつき」となっておりますので、
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。
※上記の商品は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。

【販売場所】Let’s 運試しブース　【販売時間】11:00～13:30
【販売価格】ボールストラップ   200円（税込）
 ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ   300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）

●松本山雅牛乳ソフトクリーム
　特別販売
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」を今回は、
秋映えソフトクリームをダブル
にして販売いたします。
【販売場所】ファンパーク
【販売時間】10:00～13:30
【販売価格】400円（税込）

Let’s アルウィン　JA全農長野パーク！

熊本城復興支援

9月22日㈯～24日（月祝）の3日間、国宝松本城 本丸庭園・
太鼓門櫓内で開催される熊本城復興支援企画展示「熊本城
と松本城　心をひとつに」と連動して復興支援活動を実施
いたします。
⑴パネル展
　復興中の熊本城の写真や、熊本城と松本城の縁をご紹介
⑵熊本城災害復旧募金
　本活動でいただいた募金は松本城管理事務所が集約し、
熊本市へ届けられます。
【実施場所】場外サウスゾーン
【実施時間】10:00～14:00　※鐡戸アンバサダーの参加は、
10:00～10:30（予定）です。
※また、2ゲートでは熊本城復興支援チラシの配布を実施
いたします。



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/

安川 有の
座標

N33.6797651, E130.3994996 （福岡市 雁ノ巣レクリエーションセンター）
　アビスパ福岡U-18時代のグラウンドです。小さい頃
から選手権に出たかったので高体連に進もうか迷って
いたんですが、スカウトしてもらって入りました。１歳下
には鈴木惇（福岡）がいましたね。そこまではいいんで
すが、３年間はとにかく「走り」がキツい印象しか残って
いないです。毎週火曜日はフィジカルの日で、練習に行
くのがイヤになるくらい本当にキツかったです…（笑）。
素走りでピッチの周りをひたすら走るんですが、設定タ
イムも結構厳しいんです。土のグラウンドだから雨が降
るとぬかるんで、それでも中止にはならずグチャグチャ
の中を走っていた記憶もあります。ユースだととにかく
ボールを使って技術を磨いて…ってイメージだと思い
ますが、高体連のチームかっていう環境でしたね。火曜
日の練習に行くのはイヤでイヤでしょうがなかったけ
ど、ほかの選手もちゃんと来ているから休むわけにもい
かず…しょうがなく通っていました。

　その後の同志社大学では全然走りがなかったので
天国でした（笑）。そもそもできたら走りたくはないけど
そういうわけにもいかないので走りますが（笑）。でもそ
ういう土台があるから今があるのかもしれないし、何か
しらの役には立っていたのかもしれません。そういう意
味では、今年のキャンプはキツくて久々に当時を思い
出しました（笑）。

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
●キッセイ商事株式会社様ご提供
　松本山雅応援　信州そば   20名様
●JA全農長野様ご提供
　信州プレミアム牛肉すき焼き用500g入り   1名様
　シャインマスカット・種無し巨峰セット（各1房）   3名様
●信越放送株式会社様ご提供
　SBC94.2FMラジオ   3名様
●JA松本ハイランド様ご提供
　JA松本ハイランド産　新ごぼう   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。

NEW

NEW

再入荷
フェイスタオル 各1,800円（税込）

【サイズ】約300×800mm　【素材】ポリエステル100％　【展開】監督、No20
※オンラインショップ、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。

【サイズ】約350×200×120mm
【素 材】ポリエステル
※ 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。

クラブエンブレムを
大きくデザインした
シューズケース。ポリ
エステル素材で、軽
量でかさばらないた
め、このまま持ち歩く
のはもちろん、 大型
バッグに収納するの
にも便利です。

シューズケース 2,100円（税込）

　コイン＆ティッシュケース
 650円（税込）
ガンズくん柄のかわいいテッシュケース。小さ
な収納ポケットが付いていて、コインやリップク
リームなどの小物入れとしても活用できます。
【サイズ】約120×95mm　【素材】ポリエステル
※ 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。

再入荷
　スパイクキーホルダー 1,000円（税込）
【カラー】グリーン　【サイズ】全長約125mm　【素材】合皮
【購入制限】お一人様につき1つまでのご購入とさせていただきます。
※ オンラインショップで同日より取り扱いを行う予定です。
※ オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。予めご了承
ください。



SUPPORTERS

2018年9月22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

FW 49
DINEI

ジネイ
1983/11/11
186cm/75kg
ヴァンフォーレ甲府

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

※ 9/22 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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