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　チームのため一生
懸命に汗をかきます

！

Q：前々節・愛媛戦で
“山雅デビュー”を果

たしました。

「あらためてアルウィンの雰囲気は別格というか、応援の勢いもすごかったんです

けど、四方が緑に染まる感じはNACK5スタジアム大宮にも三協フロンテア柏スタ

ジアムにもない雰囲気でしたね。だからこそチームとしては試合に勝利できず、非

常に残念な気持ちです」

Q：ただ無失点に貢
献するなど持ち味は

出せたのでは？

「やはりディフェンスの選手として無失点に抑えることと、チームとしての約束事

をしっかりこなすことを考えていました。フィジカルコンタクトの強さやスピード、

運動量など自分の特長では相手に絶対に負けないようにと思っていたし、サポー

ターの皆さんにも見てもらいたい部分は出せました」

Q：8月に加入して、
公式戦出場まで2ヶ月

ほどかかりました。

「どのチームでもポジション争いはありますし、実際に夏場以降はチームの状態

も悪くなかった。もちろん最優先はチームの勝利ですし、そのなかでもチャンスを

いつもらっても困らないように、常日頃から準備するだけでした。愛媛戦の後に 

サポーターの皆さんから『良かったよ！』という声をかけていただきましたが、自

分ではまだまだだと思っていますし、もっともっとチームを勝たせられる選手にな

れるように日々の練習から努力していきたいですね。練習でやっていないことは試

合でも出せないですから」

Q：リーグ戦も残り5
試合ですが、心掛け

ていきたいことは？

「試合に出ている以上は、選ばれた選手としての責任があります。チームのため一

生懸命に汗をかくことが大事になりますし、労を惜しまずに、あと一歩あと一秒を

頑張るということをチームとしても個人としても取り組んでいきます」

Q：今日の対戦相手の
FC岐阜は、後半戦に

入ってから苦しい戦い
が続いていますが？

「この夏まで岐阜に所属していた古橋亨梧は大学の後輩で、かぶってはいません

が面識があるので対戦できなくて残念ですね。ただ相手の成績が

どうであれ、自分たちのやることは変わりません。チームの

目標であるJ1昇格・J2優勝のために全力を尽くすだけです。

サンアルでの試合も残り3試合ですが、サポーターの

皆さんには熱く応援してもらえると嬉しいです！」
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今井智基

 

 

 

Tomoki IMAI

信州花フェスタ2019ス
ペシャルマッチ

信州花フェスタ2019ス
ペシャルマッチ

公式戦出場のチャンス
をうかがうこと2ヶ月

。ついに前々節・愛媛
戦にて“山雅デビュー

”

を果たした今井智基
選手。対人守備やスピ

ード、運動量などの持
ち味を生かして、本格

化する昇格争いに貢
献すべく燃えています

。



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：岐阜メモリアルセンター長良川競技場
●活動区域／ホームタウン：岐阜県／岐阜市を中心とする全県
●クラブマスコット：愛称「ギッフィー」
●Jリーグ加盟年：2008年　●社長名：宮田　博之　●監督名：大木　武

第38節 FC岐阜

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 69 ＋19
2 FC町田ゼルビア 68 ＋18
3 大分トリニータ 66 ＋23
4 アビスパ福岡 64 ＋16
5 大宮アルディージャ 63 ＋16
6 横浜FC 63 ＋14
7 東京ヴェルディ 63 ＋14
8 徳島ヴォルティス 54 ＋10
9 ヴァンフォーレ甲府 52 ＋11
10 モンテディオ山形 51 －1
11 レノファ山口FC 51 －4
12 ツエーゲン金沢 49 ＋3
13 ファジアーノ岡山 49 －2
14 ジェフユナイテッド千葉 48 －1
15 水戸ホーリーホック 47 ＋0
16 アルビレックス新潟 46 －9
17 栃木SC 45 －9
18 愛媛FC 43 －14
19 京都サンガF.C. 37 －15
20 FC岐阜 36 －19
21 カマタマーレ讃岐 29 －39
22 ロアッソ熊本 27 －31

 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
 サンプロ 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

 第42節  11月17日㈯
14：00 徳島ヴォルティス
 サンプロ アルウィン
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※スタッツは第 37節終了時点のものです。

序盤から流れを引き寄せて、岐阜にリベンジを果たせ！
前節はリーグ戦3連勝と好調の金沢と、敵地で対戦した山雅。守備も安定している相手
だけに苦戦も予想されたが、前半から主導権を掴むことに成功する。前田大然と藤田息
吹のゴールで2点を奪うと、後半も安定感のある戦いで時計の針を進めて、2-0で勝利し
た。2試合連続ドローと足踏みしていただけに、約2200名の山雅サポーターと分かち
合った勝利の味は格別だったことだろう。他会場の結果もあって首位に再浮上し、残り
5試合も勢いのまま突き進むだけだ。
今節の対戦相手は、FC岐阜となる。エースストライカーとしての活躍を見せていた古橋
亨梧が今夏に移籍したことも手伝い、後半戦は残留争いに巻き込まれるなど、ここまで
10勝21敗6引き分けでリーグ20位と苦しい戦いが続いている。しかしJ2残留を果たす
べくチームは一丸となっており、前節・岡山戦は2-1で勝利している。何より山雅は前
回対戦時（第13節）に敗れているだけに、負けたままでは終われないはずだ。
14試合ぶりとなる白星を掴んだことで、岐阜は自信を得ているはずだ。2年目の指揮を
執る大木武監督は中盤を厚くした4-2-3-1のフォーメーションに変更するなど、課題の
守備面向上を含めて手は打っている。チーム得点王の田中パウロ淳一を筆頭にクオリ
ティーの高い選手は多く、ボール保持能力の高さにも定評がある。ホームアドバンテー
ジのある山雅としては、金沢戦同様に序盤から攻め立てることで流れを自分たちに引き
寄せたいところだ。

監督インタビュー 監督　反町 康治

攻撃陣はポジション争いが激しくなってきました
Q： 前々節・愛媛戦は悔しいスコアレスドローに終わりま
した。

「ちょっとストレスの溜まるゲームでしたね。ビルドアッ
プから良い形でボールを前に運んで、相手の最終ラインと
何回も勝負を出来ましたが、最後の場面で雑になってし
まったことは否めません。ただ今季初出場となった今井は
チームの約束事をしっかりと整理して、スピードに自信が
あるので1対1でも冷静に対峙していました。これからも
頑張ってほしいですね」

Q：前田大然選手が怪我から復帰した前節・金沢戦はどうでしょうか？
「ここ最近の試合では攻撃面で停滞感があったので、彼の持ち味でもあるスピードを発揮
してほしいと思って起用しました。金沢さんは勢いがあり、やるべきことがブレないチー
ム。どっちに転んでもおかしくない試合でしたが、最初に点を取れたのが大きかったで
すね。永井も怪我から復帰したことで前線のポジション争いは激しくなってきました」

Q：今日の対戦相手、FC岐阜の印象は？
「試合映像を見る限りではチームの方向性を変えることなく練習やゲームに挑んでいる印
象です。大木さんは攻撃面のクオリティーやアイディアを教えることは素晴らしい指導
者ですが、主力の古橋亨梧がシーズン途中に移籍したことは痛かったのかも知れません。
ただ我々は前回対戦時で敗れているので、そのリベンジを果たさないといけません。ホー
ムゲームもラスト3試合となりましたが、『TO THE TOP』で全力を尽くして頑張ります」

チーム内
得点ランキング
古橋 亨梧 11
田中 パウロ淳一 8
風間 宏矢 5
山岸 祐也 4
薮内 健人 2

他 2名

チーム内
得点ランキング
セルジーニョ 11
高崎 寛之 7
前田 大然 7
岩上 祐三 5
飯田 真輝 3

他 3名

FC岐阜選手一覧

＊＝ 2種登録

「サンプロア
ルウィン」初
戦を白星で飾
りたい山雅
は、普段と異
なるフォーメ
ーションを敷
く愛媛の策に
も戸惑うこと
なく主導権を
掴んだ。序盤
から多くのシ
ュートを放ち、セットプレーの好機も創出。前半終
了間際にはPKを獲得するが、これは相手GKの好セ
ーブに阻まれてしまう。後半も同様にチャンスはあ
ってもゴールが遠く、終盤には負傷明けの永井を投
入するも無得点のまま試合終了。守備は安定してい
ただけに悔しいドローとなった。

vs 愛媛FC

10月6日㈯14:00 サンプロ アルウィン

松本山雅FC VS 愛媛FC

0 0前半0
0後半0 0

多くの好機を創出も、決定力を
欠いて悔しいドロー

第36節

リーグ戦3連
勝中と勢いの
ある金沢との
一戦は、敵地
まで駆けつけ
た2200名の
山雅サポータ
ーの熱気に応
えようと、選
手たちが奮
闘を見せた。
21分にゴー
ル前のこぼれ球を、怪我から復帰したばかりの前田
が押し込んで先制。36分には藤田のミドルシュー
トが決まって、2点リードで前半を折り返す。同じ
試合展開で勝ちきれなかったアウェイ山形戦の反省
を踏まえ、後半も集中を切らさない守備でゴールを
守り抜き、3試合ぶりの勝利を飾った。

vs ツエーゲン金沢

10月14日㈰ 14:00 石川県西部緑地公園陸上競技場

前田と藤田のゴールを守り抜き、
3試合ぶりの勝利！

第37節 ツエーゲン金沢 VS 松本山雅FC

0 0前半2
0後半0 2

GK 1 岡本　享也 1995/05/15 183㎝/79㎏
21 原田　祐輔 1991/05/17 180㎝/73㎏
25 ビ ク ト ル 1989/04/21 191㎝/85㎏

DF 2 阿部　正紀 1991/12/25 178㎝/78㎏
3 竹田　忠嗣 1986/07/27 178㎝/74㎏
5 青木　　翼 1993/11/17 182㎝/76㎏
15 田森　大己 1983/08/05 179㎝/73㎏
16 福村　貴幸 1991/12/22 177㎝/66㎏
17 藤谷　　匠 1995/12/06 184㎝/73㎏
27 イヨハ 理 ヘンリー 1998/06/23 181㎝/73㎏
34 北谷　史孝 1995/08/18 180㎝/72㎏

MF 6 三島　頌平 1995/11/20 176㎝/72㎏
7 田中 パウロ淳一 1993/10/23 169㎝/68㎏
8 エセキエル ハム 1994/03/10 173㎝/67㎏
9 山岸　祐也 1993/08/29 183㎝/80㎏

MF 14 風間　宏矢 1993/04/16 180㎝/71㎏
22 島村　拓弥 1999/03/06 170㎝/59㎏
23 小野　悠斗 1991/09/28 170㎝/65㎏
26 長沼　洋一 1997/04/14 177㎝/66㎏
28 永島　悠史 1996/07/12 170㎝/62㎏
30 中島　賢星 1996/09/23 180㎝/73㎏
31 宮本　航汰 1996/06/19 177㎝/73㎏
32 全　　山海 1999/05/24 182㎝/72㎏

FW 10 ライアン デ フリース 1991/09/14 182㎝/82㎏
18 石川　大地 1996/02/22 178㎝/73㎏
19 薮内　健人 1995/01/21 170㎝/64㎏
24 難波　宏明 1982/12/09 172㎝/68㎏

＊ 29 村田　透馬 2000/07/22 173㎝/64㎏
33 ミシャエル 1996/02/16 178㎝/72㎏
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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

クラブガンズ会員
ポイント交換ブース

信州花フェスタ
2019ブース
山雅WAON
特設イオンブース

岐阜グルメ

イオン×山雅コラボ
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ユニフォームブース

喫煙
エリア
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メインスタンドエリアメインスタンドエリア

「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

（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

ファンパーク（12号広場）案内図
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信州花フェスタ2019植栽コーナー信州花フェスタ2019植栽コーナー

アウェイグッズ
販売所

イベント会場（アルウィン芝生グラウンド）
案内図

ブラインドサッカー
体験コーナー
ブラインドサッカー
体験コーナー

adidas
footballl park
adidas
footballl park

サッカー
クリニック

会場

サッカー
クリニック

会場

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

〈冬季限定〉特製牛すじ
煮込み ￥500
自家製カツサンド ￥600
ホットゆずティー ￥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

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 クレープくれよん 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～

チョコバナナクリーム
 ¥550
信玄餅のクレープ ¥600
生ハムヤサイのクレープ
 ¥600

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 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

本日限定メニュー紹介
肉のあづみ野屋
ついに登場！「飛騨牛の串焼き」  ￥1000
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（飛騨牛コロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（清流ブルー）  ¥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。

●「信州花フェスタ2019」ロゴマークを“モザイクアート”で作ろう！
みんなで1つの作品を作って信州花フェスタを
応援しよう！ご参加いただいた先着2,000名
様に信州花フェスタ2019×松本山雅FC限定
オリジナル木製「バターナイフ」をプレゼント！
【実施場所】場外サウスゾーン　【実施時間】10:00～14:00
※当日撮影した写真は、今後信州花フェスタ2019の広報活動において使
用される予定です。
●2019年版「長野県民手帳」販売
2019年版は信州花フェスタ2019とのコラボレーショ
ン仕様で、空につらなる青峰”アルプスネイビー”と野に
里に咲き誇る花”フローラルピンク”の2色をご用意。是
非お買い求めください。
【実施場所】場外サウスゾーン　【販売時間】10:00～14:00

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）

  信州花フェスタ2019ロゴ
マークモザイクアート開
始／2019年 版「長 野県
民手帳」 販売開始／山雅
WAON特設ブース開始（場
外サウスゾーン）

  イオン×松本山雅ＦＣコラ
ボグッズ販売開始／ひだコ
ロッケ販売開始（場外4ゲー
ト付近）

  芝桜とビオラを植えよう！
開始（シャトルバス発着所
付近）

10:30  adidas football park開
始／ブラインドサッカー体
験会受付開始（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）

  FC岐阜オフィシャルグッズ
販売（メインスタンドコン
コース北側）

  adidas presents
  “MATSUMOTO YAMA  

GA COLLECTION”開始
（1ゲート付近）

12:00 一般開門
  クラブガンズ会員ポイント

交換開始（スタジアム場外
サウスゾーン）

  ブラインドサッカー体験会
（1回目）開始（アルウィン
芝生グラウンド）

12:15  ガンズくん「トリック・ オ
ア・トリート」開始（場外サ
ウスゾーン）

12:25  JA松本ハイランド食育事業
セレモニー（ピッチ）

12:30  ブラインドサッカー体験会
（2回目）開始（アルウィン
芝生グラウンド）

12:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）
12:58頃  Let’s “TO THE TOP”メッ

セージ！（北側ゴール裏ピッ
チ上LED看板広告）

13:00～  第36回全国都市緑化信州
フェア主催者代表 大町市長

 牛越 徹様 ご挨拶（ピッチ）
  ブラインドサッカー体験会

（3回目）開始（アルウィン
芝生グラウンド）

13:02頃～  「まり子」さん信州花フェス
タテーマソング「笑顔の花
束」独唱（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～  飯田真輝選手「9月度 明治安

田生命ＪリーグMastercard 
priceless japan 月間MVP」
受賞セレモニー

  第36回全国都市緑化信州
フェア主催者代表 大町市長

 牛越 徹様 キックインセレモニー
 大町レディース様花束贈呈
 （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

クラブガンズ会員ポイント交換 引換初日！
2018シーズンの景品は「松本山雅FCオリジナルバッ
クタグ」です。
【実施場所】クラブガンズ会員ポイント交換ブース
 （スタジアム場外サウスゾーン）
【実施時間】12:00～16:30
【注意事項】 来場ポイントの付与は、ゲート内の

ポイント付与端末をご利用ください。
※景品交換の対象となるのはクラブガンズ会員
（ワンタッチパスポイントを210ポイント以上獲得している方）のみです。
シーズンパスは対象となりませんのでご注意ください。

FC岐阜オフィシャルグッズ販売＆
マスコット来場＆グルメ販売
●FC岐阜オフィシャルグッズ販売
【販売場所】メインスタンドコンコース北側
【販売時間】11:30～試合終了まで
●岐阜グルメ「ひだコロッケ本舗」
【販売価格】ひだコロッケ 250円（税込）
 ビッグひだコロッケ 500円（税込）
【実施場所】場外4ゲート付近
【販売時間】10:00～14:00

しんえこ×山雅後援会　ブラインドサッカー体験会
株式会社しんえこ様・山雅後援会様・長野県ブラインドサッカー協会様・長野県松本盲学校様のご協力により、ブラインドサッカー体験会を
実施いたします。ご参加頂いた方には記念品とペットボトル飲料をプレゼント！
※小雨決行、雨天中止　※ブラインドサッカーとは、視覚に障害を持った選手がプレーできるように考案されたサッカーです。
【実施場所】アルウィン芝生グラウンド　【受付方法】各回（定員20名・小学4年生以上の方）を会場にて10:30より受付いたします。
【実施時間】1回目：12:00～12:30※片山ホームタウン担当参加予定　／2回目：12:30～13:00　／3回目：13:00～13:30
※定員に達し次第受付終了

アディダスイベント
●adidas presents 
　“MATSUMOTO YAMAGA COLLECTION”
アウターを中心とした全17種のアイテムをご用意し、様々なスタイル
に合う着こなしをご提案いたします。
【展示ブース】 adidas presents MATSUMOTO YAMAGA 

COLLECTION （1ゲート付近）
【受注販売受付】 adidas presents MATSUMOTO YAMAGA 

COLLECTION 受注販売ブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～試合終了まで

●アルウィン芝生グラウンドで遊ぼう！
　“adidas football park”
スピードガンやキックターゲットなどが楽しめます。先着200名の小
学生以下の方には「adidasオリジナルグッズ」をプレゼント！
※小雨決行、雨天中止
【実施場所】アルウィン芝生グラウンド　【実施時間】10:30～13:30

アルウィン ハロウィンパーティ
●ハロウィン限定グルメ
■IRORI EXPRESS（販売場所：ガーデンテラス）
ハロウィン期間限定のサーティワンアイスクリーム
   各350円
・ミッドナイトアップル
・パンプキンパイ
・魔女のトリック

■バーデン・バーデン（販売場所：メインスタンド）
パンプキンカルーア ハロウィンプレッツェル付き   500円

信州花フェスタ2019スペシャルマッチ
2019年春に松本平広域公園をメイン会場として開催される「第36回全国都市緑化信州フェア」開幕半年前イベントとして、『信州花フェスタ
2019スペシャルマッチ』として、開催いたします。

●信州花フェスタフレンズ来場
主催自治体にゆかりのあるキャラ
クターたちが、「信州花フェスタフ
レンズ」として「信州花フェスタ
2019」を応援しています。当日は、
花フェスタフレンズ限定アイテム
を付けてお出迎えなどを実施する
予定ですので、是非お楽しみに♪
●信州花フェスタテーマソング
　「笑顔の花束」
長野県千曲市出身のシンガーソングライター
「まり子」さんに信州花フェスタのテーマソ
ング「笑顔の花束」を歌っていただきます。
【実施場所】ピッチ　【実施時間】13:02頃～

イオンブース
●山雅WAON特設イオンブース　【実施場所】山雅WAON特設ブース（場外サウスゾーン）　【実施時間】10:00～14:00
（1）「大好き松本山雅FC WAON」現金チャージキャンペーン！
「山雅WAON特設イオンブース」にて「大好き松本山雅FC WAON」にチャージいた
だいくと1万円ごとに1回ガラポン抽選会にご参加できます。
 〈抽選会景品〉
【特賞】 11/4vs東京V戦　ペア（2名様）貴賓席ご招待＆片山ホームタウン担当がコ

ンシェルジェとして1時間べた付きサービス   1本 
【 1等】松本山雅FC選手全選手サイン入りボール   10本 
　　　※ 練習参加状況により、ボールにサインが入っていない選手がございます。

予めご了承ください。
【 2 等】2018Jリーグアウォーズ参加チケット（ペア2名様）   10本 
【 3 等】松本山雅FC選手サイン入りTシャツ   80本 
【 4 等】コラボマイバスケット又はコラボ入浴剤   184本 
【 5 等】クリアファイル＆トップバリュ商品   714本

（2）「大好き松本山雅FC WAON」の販売
お買物や飲食などの際に「大好き松本山雅FC WAON」でお
支払いただくと、カードのご利用金額の一部が松本山雅FC へ
の支援金となり、クラブの活動に役立てられる電子マネーです。
この機会に是非ご購入ください。発行手数料：300円（税込）
※ご登録手続不要、年会費無料
※チャージ上限金額5万円（1回のチャージ限度額は29,000円
までになります）

●イオン×松本山雅FCコラボグッズ販売
松本山雅コラボマイバック（レジカゴ用）
※10/21先行販売！
【販売価格】1,600円（税込）限定500個
※写真は使用イメージです
その他、各種コラボグッズも特別価格にて販売いたし
ます。
【販売場所】 イオン×山雅コラボグッズ

販売ブース
 （場外4ゲート付近）
【販売時間】10:00～14:00まで

販売商品など
詳細はこちら→



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/

　間 建文の
座標

N26.1733214, E127.6911937 （沖縄県豊見城市 豊見城総合公園）
　小学校低学年のころから、３人の兄と一緒にサッカー
をしていた場所です。履いてきた靴を置いてゴールに見
立てて、４人とも裸足になって２対２とかをやっていまし
た。一番上の兄とは10歳以上、２番目とも８歳くらい離れ
ているから、思いっ切りぶつかって立ち向かっていって
も、最終的にはやられたりイジられたりして泣いて帰るこ
とが多かったですね（笑）。でもグラウンドのそばには自
販機があって、勝負に勝つとそこでホット缶のミロを買っ
てもらえるのが楽しみでした。沖縄ではホットドリンクは
珍しいんですよ。
　「サッカー選手になりたい」と思うようになったのも、兄
弟４人で過ごしていたここでの時間がきっかけ。最初は
全員普通の服装でやっていたのに、アルゼンチンで２年
間プレーした長男とＦＣ琉球に入った次男はチームの
ウェアとかにランクアップしていったんです。それにオー
ラを感じて、自分もプロ選手になりたいと思いました。長

男のウェアは練習で強く引っ張られたりするらしくてボロ
ボロだったけど、それがすごくカッコ良く見えました。
　今でも自主トレのときはジョギングをしに行ったりして
います。何だかんだで毎年１回はこの場所に足を運んで
いるような気がするし、原点と言える場所ですね。沖縄出
身なので本当は海を挙げようと思ったんですが、意外と
沖縄の人は海に行かないんです（笑）。

通常販売開始！

再入荷

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
　JAみなみ信州産梨「南水」3kg   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-V998   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

CAP 5,000円（税込）
【サイズ】フリー
【素 材】ナイロン100%

Ｔシャツ 5,000円（税込）
【サイズ】M、L、XL、XXL　【素材】綿100%

ソックス 1,600円（税込）
【サイズ】Mens：25～27cm、
 Ladies：23～25cm
【素 材】コットン70%、
 アクリル30%

リストバンド
1,400円（税込）

【サイズ】8cm×10cm
【素 材】綿アクリル

オンラインショップで先行販売しました「松本山雅FC×ALDIES コラボ商品」がスタジアムグッズ売店で
販売開始です！オフィシャルマスコットのモチーフでもある長野県の鳥”ライチョウ”をALDIES流にデザイ
ンしたグラフィックがインパクト大！ぜひお手に取ってご覧ください！
※「松本山雅FC×ALDIES コラボ商品」はオンラインショップでも引き続き販売しております。
※オフィシャルショップ全店で取り扱いはございません。予めご了承ください。

松本山雅FC
×ALDIES コラボ商品

　巾着袋
　（ガンズくんハロウィン）
 900円（税込）
ハロウィン衣装に仮装したガンズくん
がデザインされた巾着が再入荷！
【サイズ】約145×170mm
【素 材】ポリエステル100％

　ガンズくんけん玉 2,500円（税込）
ガンズくんグッズシリーズに新商品が登場です。
ガンズくんプリントがけん玉の玉の中央にプリ
ントされている愛らしいデザイン。スタジアム
で試合が始まる前やちょっとした空き時間に
遊ぶのに最適です。使わないときは、部屋に
置いておくことでインテリアとしても活躍？
【サイズ】玉：直径60mm、全長180×70mm
【素 材】本体／玉：ブナ材、ひも：ナイロン
※ 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。

今シーズンホームゲームラスト3試合を対象とした「TO THE TOP
キャンペーン」の一環として、スタジアムグッズ売店では「タオルマフ
ラー」を“数量限定”で販売いたします！ファン・サポーターの皆様と
選手、クラブが一丸となり、共に“頂”を目指すべく、こちらのタオル
マフラーを掲げて、熱い応援をよろしくお願いします！
※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。

【サイズ】約110×20㎝
【素 材】表：ポリエステル100％、
 裏地：綿100％TO THE TOPタオルマフラー 2,000円（税込）

サイズ詳細（cm）
着丈 身幅 袖丈

M 68 50 20
L 71 53 21
XL 74 56 22
XXL 77 59 23

通常販売
開始‼



SUPPORTERS

2018年10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 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

※ 10/20 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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