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　残り3試合で、自分
がヒーローに！

Q：2018シーズンも
残り3試合となりまし

た。

「シーズン当初は上
手くいかないことも

ありましたけど、チー
ム全員で戦うことや

サポーターの皆さん
の後押しなど、山雅

の良さが重なったこ
とでリーグ上位にい

る

ことができています
。このチャンスを逃さ

ず、目標のJ1昇格を
達成したいですね」

Q：リーグ最終盤まで
上位につけている要

因をあげるならば？

「もちろん選手個々
の能力が高いという

こともありますけど、
それ以上にチーム全

員が一つの方向を向
いているからだと感

じています。だからこ
そ、しっかり決める

ところを決めて、しっ
かり守るべきところ

を守るような勝負強
い戦いができてい

る。そこは他チームと
の違いだと思います

ね」

Q：個人として振り返
る2018シーズンとは

？

「もっと得点を取り
たかったですし、シ

ーズン通して活躍し
たいという思いがあ

り

ましたが、怪我もあ
って叶いませんでし

た。ただ試合も残っ
ていますし、ここで自

分がヒーローになる
んだという気持ちで

、日々の練習に取り
組んでいます。最後

に

J1昇格に貢献して、
サポーターの皆さん

にも『永井が山雅に
来てくれてよかった

』

と思ってもらえること
が大事だと思います

」

Q：攻撃陣に負傷者
が相次いでいて、永

井選手への期待も高
まっています。

「自分が怪我をしてい
たときも他の選手が

活躍していましたし、
山雅の選手層の厚さ

はJ2でも屈指だと思
っています。だからこ

そ自分が活躍しない
と意味がないですし

、

自分がピッチに出るこ
とで自分にしかできな

いようなプレーを見せ
たいですね」

Q：今日の対戦相手の
東京ヴェルディには、

前回対戦時にゴール
を決めていますが？

「やはりFWは特別
なポジションだと思

っていて、ゴールを
決めることができれ

ば、残った時間も体
が軽く感じられるく

らいのパワーを持っ
ています。自分として

は前回対戦時に得点
していることで良いイ

メージがある相手で
すし、根拠のない自

信かも知れないです
けど、それは絶対に

大事なことだと思い
ます。だからこそ自分

がゴールを決めて、勝
利したいですね。いま

チームに必要なのは
白星だけなので」

Q：最後に山雅サポー
ターの皆さんにメッ

セージを！

「山雅サポーターの
皆さんは本当に温か

くて、常に前向きな叱
咤激励

の声を掛けてくれまし
た。チームの勢いが上

向きになったのも

皆さんの声援あって
こそだと思いますし

、ここから先は

プレーで恩返しする
だけです。皆さんと一

緒に勝利の

喜びを共有できるよ
うに頑張ります」

FW
永井 龍

 

 

 

 

Ryo NAGAI

アルピコデーアルピコデー

山雅への移籍初年度の今季は怪我に苦しんだものの、第25節・大宮戦では2得点を

挙げて逆転勝利に貢献するなど持ち味を発揮。残り3試合でも活躍の期待される    

『生粋のゴールゲッター』、永井龍選手に話を聞きました。



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：味の素スタジアム
●活動区域／ホームタウン：東京都
●クラブマスコット：愛称「ヴェルディ君」
●Jリーグ加盟年：1991年　●社長名：羽生　英之　●監督名：ミゲル アンヘル ロティーナ

第40節 東京ヴェルディ

RANKING
順位 チーム名 勝点 得失点
1 大分トリニータ 72 ＋26
2 松本山雅FC 70 ＋18
3 FC町田ゼルビア 69 ＋15
4 横浜FC 67 ＋15
5 東京ヴェルディ 67 ＋15
6 アビスパ福岡 66 ＋16
7 大宮アルディージャ 64 ＋15
8 ヴァンフォーレ甲府 56 ＋12
9 レノファ山口FC 55 －3
10 徳島ヴォルティス 54 ＋8
11 水戸ホーリーホック 53 ＋2
12 ファジアーノ岡山 53 －1
13 モンテディオ山形 52 －2
14 アルビレックス新潟 52 －5
15 ツエーゲン金沢 51 ＋3
16 ジェフユナイテッド千葉 48 －5
17 栃木SC 46 －10
18 愛媛FC 45 －14
19 京都サンガF.C. 40 －16
20 FC岐阜 40 －17
21 カマタマーレ讃岐 31 －40
22 ロアッソ熊本 28 －32

 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

2018明治安田生命J2リーグ
スケジュール

予想フォーメーション & Stats
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※スタッツは第 39節終了時点のものです。

「選手層の厚さ」と「チーム一丸」が問われる上位対決！
暫定首位の山雅と、暫定2位の大分との直接対決だった前節。負ければ順位が入れ替わっ
てしまうという状況だけに絶対に負けられない一戦だったが、結果は0-1での悔しい敗
戦。勢いある大分の前に、山雅はやりたいことが出来ないまま終わってしまった。この
結果により首位は明け渡すことになったが、まだ残り3試合で何が起こるかは分からな
い。熾烈な昇格争いを勝ち抜くためにも、全力で勝ち点3を掴み取りたい。
今節・東京V戦も、前節から引き続き上位との対戦。前回対戦時（第3節）では1-2で敗
れており、そのリベンジを果たしたいところ。前回対戦から8か月が経った今、どちら
が成長しているかを問われる試合でもある。もともと安定した守備には定評のある東京
Vだが、アラン・ピニェイロとドゥグラス・ヴィエイラに加え、今夏にはレアンドロと
泉澤仁を獲得。迫力充分の攻撃陣を前に、山雅守備陣がどう対峙するかが見物となる。
不安材料なのは、やはり怪我人の動向だろう。前田大然やセルジーニョ、ジネイに中美
慶哉と攻撃陣に負傷者が頻発している。加えて大分戦では浦田延尚がメンバー外となっ
た。長いシーズンの戦いにより疲労が蓄積していることは否定できず、全てのチームが
苦しいやりくりを強いられている。だからこそ求められるのは『選手層の厚さ』と『チー
ム一丸』だろう。全選手が同じ方向を向いたまま、誰が出てもチーム力を落とさずに戦
えるかが重要だ。

監督インタビュー 監督　反町 康治

ヒートアップする試合で、結果を出したいと思います
Q：前節・大分戦は0-1での敗戦となりました。
「何人かの負傷者が出てしまったことで少し台所事情
が厳しかったことは否めませんが、先制点が大きな
ウェイトを占めるというのは分析からも分かっていた
なかで、それが向こうに行ってしまったことも厳しい
試合展開になった要因の一つでした。悔しい結果で
あったことは間違いありませんが、この現実は受け止
めないといけない。まずは今日の東京V戦に勝利すべ
く、気持ちを切り替えたいと思います」

Q：今日の対戦相手は、東京ヴェルディです。どのような印象がありますか？
「チームを率いるロティーナ監督はヨーロッパ最先端のサッカーに取り組んでおり、試合
映像を見ていても『なるほど』と思わされることが多いですね。中盤にクリエイティブ
な選手が揃っている点は、今季加入した佐藤優平や渡辺皓太の成長もあって今季も健在
ですね。非常に穴の少ないチームに仕上がっている印象です」

Q：さらに今夏にはレアンドロと泉澤仁が加入し、攻撃のタレントも揃っています。
「シーズン途中にチームに加わった選手が活躍を見せており、既存選手と合わせた攻撃陣
のクオリティーは今のJ2リーグでも一番ではないでしょうか。難しい相手ではあります
が、昇格争いも佳境を迎えたこともあり、ヒートアップした良いゲームになることは間
違いありません。多くの観客の皆さんの前で、良い結果を出したいと思います。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
ドウグラス ヴィエイラ 13
林 陵平 6
佐藤 優平 6

アラン ピニェイロ 6
李 栄直 4

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

東京ヴェルディ選手一覧

＊＝ 2種登録

前回対戦時に
敗れている岐
阜にリベンジ
を果たすべ
く、山雅イレ
ブンは開始直
後からエンジ
ン全開。序盤
は圧倒的に攻
め立て、先制
点も時間の問
題と思われ
た。しかし最後の場面での精度とアイディアが足り
ずに時間が経過すると、後半になってもゴールネッ
トを揺らせない。反町監督は状況打開のために永井
や今季初出場となった志知をピッチに送り出した
が、最後まで得点は生まれず。シュート20本を放
ちながらも、悔しいドローとなった。

vs FC岐阜

10月21日㈰14:00 サンプロ アルウィン

松本山雅FC VS FC岐阜

0 0前半0
0後半0 0

シュート20本も得点は遠く、
岐阜にリベンジならず

第38節

アウェイで大
分との『首位
決戦』に臨ん
だ山雅だった
が、前半はリ
ーグ屈指の得
点力を誇る大
分に苦しい戦
いを強いられ
た。32分 に
短いパスを繋
げて崩す大分
のショートカウンターから、最後は三平和司に先制
点を許してしまう。なんとか早い時間に追いつきた
い山雅だったが、攻め手が少なくゴールが遠い。1
点のビハインドが重く圧し掛かるなか、永井や岡本
など攻撃的な選手を入れたことで流れは変わったも
のの、やはり得点は奪えなかった。

vs 大分トリニータ

10月28日㈰ 14:00 大分銀行ドーム

1点を守れず、1点が奪えず。
大分との『首位決戦』に敗れる

第39節 大分トリニータ VS 松本山雅FC

1 1前半0
0後半0 0
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GK 1 柴崎　貴広 1982/05/23 189㎝/85㎏
21 上福元直人 1989/11/17 182㎝/76㎏
31 武田　博行 1983/11/30 186㎝/82㎏
34 長谷川　洸 1995/05/16 183㎝/73㎏

DF 2 若狭　大志 1989/07/24 181㎝/75㎏
3 井林　　章 1990/09/05 179㎝/68㎏
4 香川　勇気 1992/07/02 177㎝/69㎏
5 平　　智広 1990/05/10 182㎝/77㎏
13 比嘉　祐介 1989/05/15 169㎝/66㎏
15 林　　昇吾 1997/04/09 166㎝/57㎏
17 李　　栄直 1991/02/08 187㎝/75㎏
19 永田　　充 1983/04/06 184㎝/82㎏

MF 6 泉澤　　仁 1991/12/17 165㎝/63㎏
8 内田　達也 1992/02/08 177㎝/70㎏

MF 16 佐藤　優平 1990/10/29 172㎝/62㎏
20 井上　潮音 1997/08/03 167㎝/60㎏
23 田村　直也 1984/11/20 175㎝/70㎏
24 奈良輪雄太 1987/08/29 172㎝/67㎏
27 橋本　英郎 1979/05/21 173㎝/68㎏
29 森　　俊介 1994/10/04 175㎝/72㎏
33 渡辺　皓太 1998/10/18 165㎝/61㎏
35 藤本　寛也 1999/07/01 175㎝/67㎏
38 梶川　諒太 1989/04/17 164㎝/60㎏

FW 7 アラン ピニェイロ 1992/05/13 180㎝/72㎏
9 ドウグラス ヴィエイラ 1987/11/12 189㎝/83㎏
10 レアンドロ 1985/02/12 176㎝/70㎏
11 林　　陵平 1986/09/08 186㎝/80㎏
28 菅嶋　弘希 1995/05/11 176㎝/69㎏

2018シーズンも熱いご声援いた
だきありがとうございます。ホー
ムページでもお知らせをさせてい
ただきましたが 2019 シーズンパ
スの継続案内はシーズン終了後の
ご案内となります。今しばらくお
待ちください。

シーズンパスホルダーの
皆様へ



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。
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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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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

〈冬季限定〉特製牛すじ
煮込み ￥500
松っ上げパン
（抹茶揚げパン） ￥500
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

山賊バーガー ¥500
山賊黒酢バーガー ¥500
がっつりガンズくん
バーガー ¥650

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 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 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 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 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

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

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

肉のあづみ野屋
東京都産　黒毛和牛の串焼   ￥800
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（枝豆コロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（グリーンドライバー）  ¥600
※緑色のスクリュードライバー。頂き目指して全緑前進‼

本日限定メニュー紹介



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。

●ピコカキャラクター「ピコピー」と
　上高地線「電車」の顔出しパネルで
写真を撮ろう！

【実施場所】アルピコブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～14:00
●松本山雅FC選手サイン会
松本山雅FC選手サイン会を先着100名様を対象に実施いたします。参
加をご希望の方は、整理券をお受取ください。
【実施場所】アルピコブース（1ゲート付近）
【整理券配布時間】11:30～　【サイン会実施時間】12:30～13:00
※整理券はお1人様に1枚お渡しいたします。整理券1枚につき1名参加可能です。
※サインは、お1人様1点までとなります。
※2ショット写真などは時間の都合上実施できませんので予めご了承ください。
●山雅応援バナナ販売
山雅応援バナナの売上金の一部は松本山雅FCユースアカデ
ミーの育成活動資金として寄付していただいております。
【販売価格】1袋200円　※限定400袋
【販売場所】アルピコブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～14:00
※予定数量を販売次第終了とさせていただきます。

松本大学・人間健康科学部健康栄養学科との連携事業「松本山雅
スタめしプロジェクトチーム」と、Yamagarden Gour-Winの出
展者が共同でメニュー開発に取り組み完成した、松本山雅FC・松
本大学連携事業「スタめしプロジェクト第9期」のメニューを販売！
・こころを1つに　One Soulソフト
　550円（Cafe Senri／ファンパーク）
・がっつりガンズくんバーガー
　650円（Soraya／メインスタンド）
・松っ上げパン（抹茶揚げパン）
　500円（喫茶山雅／メインスタンド）

TIME TABLE
11:00 ファンパークイベント開始
   “TO THE TOP”ポスターに

熱き想いを集結させよう！
 段ボール迷路
 ㈱守谷商会ブース
  喫茶山雅で使用するフォトフ

レームを作ろう！整理券配布
 JA全農長野ブース
  Let’s 運試し!「松本山雅FC

プレーヤーズ缶バッチ」販売
 （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）

  ピコカ新規入会キャン
ペーン開始／山雅応援バ
ナナ販売開始／「信州育
ち商品」販売開始／顔
出しパネルで写真を撮ろ
う！開始／松本山雅FC
選手サイン会整理券配
布開始（アルピコブース
（1ゲート付近））

  「アルティスタ浅間」遠征
のための募金活動開始（1
ゲート付近）

  スイーツコンテスト・
パッケージセット引換、
投票開始（スイーツフェ
スタブース（場外サウス
ゾーン））

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）

12:30  松本山雅FC選手サイン
会開始（アルピコブース（1
ゲート付近））

12:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）

12:53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）

12:55頃  「アルティスタ浅間」全国
地域サッカーチャンピオ
ンズリーグ2018出場報告
（ピッチ）

  13:05～  アルピコホールディングス
株式会社 代表取締役社長

 曲渕 文昭 様 ご挨拶・
 強化資金贈呈式（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～  「共に頂へキャンペーン」当

選者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）
14:50頃 美ヶ原温泉「翔峰」女将
 内城良子 様 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
●段ボール迷路
2017シーズンよりちょっぴり難しくなった100ピー
スの「巨大段ボール迷路」がアルウィンに登場！
【実施場所】ファンパーク 段ボール迷路コーナー
【実施時間】11:00～13:30　※雨天・強風中止
●守谷商会ブース
【実施時間】11:00～13:30　【実施場所】㈱守谷商会ブース
⑴喫茶山雅で使用するフォトフレームを作ろう！（ミツルヤ製作
所、安藤木工所、工房すわ協力）

クラブロゴ・OneSoulのタグプレートが付けられた
オリジナルのフォトフレームを作ろう！フォトフレー
ムは、喫茶山雅にて使用させていただきます。参加
者には喫茶山雅の素敵な景品をプレゼント！
【整理券配布時間】11:00～
【対象】先着30組の小学生の親子
※整理券は予定枚数を配布次第終了となります。
※フォトフレームはお持ち帰りいただけません
ので、予めご了承ください。
⑵組子細工のコースター作り（安藤木工所協力）
先着200名の小学生以下のお子様を対象に組子
細工のコースターつくり体験を実施いたします。
作製していただいたコースターはお持ち帰りい
ただけます。
⑶スタンプコーナー
守谷商会オリジナル「ガンズくん」、「喫茶山雅
カップマーク」、「ヤッフィー」3種のスタンプが
押せるスタンプコーナーを実施いたします。

松本大学連携事業「スタめしプロジェクト第9期」TO THE TOP
●”TO THE TOP”ポスターに
　熱き想いを集結させよう！
今シーズン最終戦「11/17　徳島
戦」に、みなさんからの熱いメッ
セージが書き込まれたポスターで我

らの聖地“アルウィン”のコンコースを埋
め尽くす企画を計画中！”TO THE TOP”ポ

スターに終盤戦にかけるみなさん一人一人の
熱い想いを書き込もう！

【実施場所】ファンパーク　【実施時間】11:00～13:30

 アルピコデー
オフィシャルスポンサーのアルピコホールディングス株式会社様のご協力により、東京ヴェルディ戦を『アルピコデー』として、開催いたします。
●ピコカ新規入会キャンペーン
本日限定のピコカ新規入会キャンペーンを実施いたします。
《アルピコデーだけの新規入会特典》
①100ポイントプレゼント
②ご入会翌日から使えるクーポン50ポイント×2枚プレゼント
※入会には免許証などの身分証明書が必要です。※発行手数料100円がかかります。
【実施場所】アルピコブース（1ゲート付近）　【実施時間】11:30～14:00
●デリシアオリジナルブランド商品「信州育ち商品」販売
【販売価格】
信州育ち えのき茸   1袋100円（限定100袋）
信州育ち ぶなしめじ   1袋100円（限定100袋）
信州育ち トマト   1パック200円（限定48パック）
【販売場所】アルピコブース（1ゲート付近）　【販売時間】11:30～14:00
※予定数量を販売次第終了とさせていただきます。
●代表者様ご挨拶・強化資金贈呈式
アルピコホールディングス株式会社代表取締役社長 曲渕 文昭 様にご
挨拶を賜ります。また、アルピコ長野トラベル株式会社様に実施いただ
きました2018シーズン「松本山雅FCオフィシャル応援ツアー」の売上
金の一部を松本山雅FC強化資金として寄付いただきます。
【実施場所】ピッチ　【実施時間】ご挨拶 13:05～

詳細は
コチラ

スイーツフェスタ開催
松本信用金庫様・株式会
社セブン-イレブン・ジャパ
ン様のご協力によりスイー
ツフェスタを開催いたしま
す。第一次審査を通過した
優秀4スイーツと焼き菓子
特別賞を販売いたします。
【販売場所】
スイーツフェスタブース
(場外サウスゾーン)
【販売時間】
10:00～
※価格は税込です。

●Let’s 運試し!「プレーヤーズ缶バッチ」＆「ボンフィンストラップ」
＆「ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ」

プレー写真を中心とした「プレーヤーズ缶バッ
チ」を新発売!!大きな名前で、好きな選手を
アピールできる「プレーヤーズ缶バッチ」を集
めよう！
【販売時間】11:00～13:30
【販売価格】プレーヤーズ缶バッチ   300円(税込)
 ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ   300円(税込)
 ボンフィンストラップ   200円(税込)
●ファンパークグルメ
【実施場所】ファンパークグルメコーナー
【実施時間】10:00～13:30
■和心
【TO THE TOPメニュー】
シャインマスカット大福   250円
山雅カラーで勝利をつかめ!!
※数に限りがございますのでお早めに!!
・まるごとみかん大福   300円
・アップルパイ・あんこパイ   各300円
■cafe SENRI
【TO THE TOPメニュー】
TO THE TOP！抹茶アフォガード   550円
■焼きたて屋
【TO THE TOPメニュー】
全緑、登頂！ローストビーフ丼   1000円
※限定30食。写真はイメージです。
■グラン シャリオ・コンパニー
【TO THE TOP メニュー】
山雅クレープ雅   600円

いただきかぼちゃ
(松本市 ロンポアン様)
【販売価格】
1個180円（限定300個）

焼き菓子特別賞

②ライチョウを守ろう！救おう！
　山雅の力で!!
（安曇野市 安曇野SWEETS ペイサー樹NOJIRI様）
【販売価格】400円（限定300個）

①J1への片道切符
～信州みそのレアチーズ～
(松本市 パティスリー ミル
ティーユ様)
【販売価格】
450円（限定500個）

④勝利のフォーメーション
(松本市 ロンポアン様)
【販売価格】
450円（限定300個）

③洋梨・負けナシ必勝ガンズくん
(安曇野市 サントゥールムラカミ様)
【販売価格】
450円（限定500個）

優秀スイーツ

キミは勝利！ガンズエッグ
(安曇野市 サントゥール
ムラカミ様)
【販売価格】
300円（限定500個）

②① ③ ④



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/

橋内 優也の
座標

N34.1543384, E134.4450328 （徳島スポーツビレッジ）
　７年間在籍した徳島ヴォルティスの練習場です。こ
こで…というよりは、正確に言えば長島裕明さん（現Ｆ
Ｃ岐阜コーチ）に指導されたことで、ディフェンスの選
手として成長できたので選びました。それまでの僕は
目の前の選手と１対１で勝負していた部分が大きく
て、身体能力を生かして「通用するかしないか」という
守備をしていたんです。でも長島さんに「対峙してい
るＦＷだけじゃなく、パスの出し手とも勝負できるよう
になればもっといい選手になれる」と言われ、実際に
やってみて「なるほど」と感じました。というのも、うま
い選手ほど相手を見ながらパスを出せるので、出し手
の能力が高ければ高いほどそれが通用するんです。
それ以外にも多くのことを教わり、出場機会をたくさ
ん得られるようになってゲームを読む力や戦術眼も身
に付きました。
　最後の年（2016年）に長島さんが監督になった頃

からは、チームを俯瞰で見て「少しでも上に上がるた
めにチームにとって何が必要なのか」を考えるように
もなりました。そうした経験を、今は山雅で還元してい
るつもりです。うちも能力の高い選手はたくさんいる
し、見ていて「もったいないな」と思う選手もいます。僕
自身もまだまだ伸びる余地はありますが、特に若い選
手に対してはそう感じてアプローチをしています。

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

アルピコデー特別景品
●アルピコ長野トラベル株式会社様ご提供
　アウェイ応援バスツアー   1組（2名様）
●アルピコ交通株式会社様ご提供
　千葉舞浜有名テーマパークへの旅（パスポート付き）
　  大人1組（2名様）
●ホテルブエナビスタ様ご提供
　「ラ カフェテラサ」ディナービュッフェ   3組（6名様）
●アルピコ自工株式会社様ご提供
　500円でオイル交換ができる券   5名様
●デリシア様ご提供
　1,000円商品券   20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「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
　きのこセット   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-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

NEW

NEW

NEW

松本山雅FCオフィシャルカレンダーの販売を開始いた
します。毎年恒例の“壁掛けタイプ”と“卓上タイプ”をご
用意しました。テーマは「瞬間」。ピッチで躍動する選
手の闘志あふれる表情や、熱気・歓喜に満ち溢れたス
タジアムの臨場感の“一瞬”を切り取りました。お好みや
用途に合わせたカレンダーで、2019年も松本山雅FCと
共に「One Soul」で過ごしましょう！

卓上カレンダー 1,000円（税込）
【サイズ】182×128㎜、全16ページ（表紙含む）
※すぐ使える、2018年12月のカレンダー入り！

壁掛けカレンダー 1,500円（税込）
【サイズ】420×305㎜、全16ページ（表紙含む）
※すぐ使える、2018年11・12月のカレンダー入り！

 TO THE TOPタオルマフラー 2,000円（税込）

【サイズ】約110×20㎝
【素材】表：ポリエステル100％、裏地：綿100％

 LOGOS防風中綿ジャケット
 10,000円（税込）
【サイズ】S・M・L・LL　【素材】ポリエステル

防風性に特化したPUラミネート加工の機能性ジャケット。冷
える襟元にはボアを使用しました。黒ボディに緑のエンブレム
が入ったシックなデザインなので、試合観戦だけでなく普段の
ファッションにも合わせやすいです。

 スリーブ プリントパーカー
 5,300円（税込）
アイビーグリーンのボディにMATSUMOTO 
YAMAGA F.C.のホワイトプリントをデザ
インしたパーカー。ユニフォームの下にも
着用出来るように薄めの生地で作りました。
パーカー部分には、
アルプスロゴがプリン
トされており、さりげ
ないポイントに。
【サイズ】M・L・XL
【素材】コットン100%（裏毛）

優しい肌触りのもちもちクッション。ご
自宅でもお仕事場でも車の中でも、い
ろいろなシーンで大活躍！試合観戦では、
スタジアムクッションとしても便利です。
【サイズ】580×360㎜
【素 材】ポリエステル

 2WAYクッション
 2,900円（税込）

付属のファスナー
でクルっと丸める
と枕にもなります。

  フォームフィンガー 600円（税込）
表にはクラブエンブレム、裏には One Soul のロゴがプリントされた手形の応援アイテムの
登場です。観戦時の応援に全緑で使用するだけでなく、試合後はご自宅等のインテリアにも
ピッタリ。スタジアムで目立つこと間違いなしのフォトジェニックなアイテムです。
※本製品は、素材特有の匂い・プリントの匂いがする
場合がありますが、人体には影響はございません。　 
時間が経つと匂いは薄まります。素材の特
性上、表面に小さな気泡がある場合があ
りますが、品質上問題はございません。

【サイズ】約475×235㎜　【素材】EVA

サイズ詳細（cm）
着丈 身幅 肩幅 袖丈

M 67 53 47 62
L 70 56 50 63
XL 73 59 53 63

サイズ詳細（cm）
胸囲 ウエスト 身長

S 78～86 66～74 150～160
M 84～92 72～80 160～170
L 90～98 78～88 170～180
LL 96～104 86～96 175～185

で叫ぼう全緑
「One Soul」

※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。

スタジアム限定
再入荷！

2019年オフィシャルカレンダー販売開始！



SUPPORTERS

2018年11月3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

※ 11/3 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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