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　皆さんとともに喜
びを分かち合いたい

！

Q：山あり谷ありの2
018シーズン、ここま

でを振り返ってくださ
い。

「シーズン最初から
最後まで厳しい戦い

が続きました。もちろ
ん良い試合もありま

したけど、こうして振
り返ってみると厳し

い試合の方が多かっ
たですね。たとえば

開幕直後はなかなか
結果がついてこなか

ったですけど、県外で
の試合が続いたか

らというよりもチーム
全体に甘さがあった

からだと思います」

Q：大型補強を行った
こともあり、開幕前か

ら多くの注目が集ま
りました。

「大きく選手が代わ
るなかで、開幕前の

準備期間のうちに新
加入選手と既存選手

とをなじませること
が上手く出来なかっ

たですね。それでも
第7節・大宮戦で勝

利

したことで弾みがつ
いて、自分たちのや

っていることは間違
っていないという自

信

が芽生えました。選
手層の厚さもありま

したけど、自信を持
ってプレーできたこ

と

が中盤戦以降の結果
に繋がりました」

Q：今季はゲームキャ
プテンも務めてきまし

た。

「昨季は移籍初年度
でしたけど多くの試

合に出場できました
が、チームはJ1昇格

プレーオフも逃して
しまったことで責任

も感じていました。
だからこそ表にはあ

ま

り出してこなかった
ですけど、僕自身は

今季に懸ける思いは
強かったです。プレー

面ではもちろんです
し、もっと選手同士

でコミュニケーション
をとるなど自分が思

うことを発信するよ
う努めてきました」

Q：最終節の対戦相
手は徳島ヴォルティス

です。

「徳島さんは昨季か
ら攻撃的なスタイル

になっています。この
夏には選手が入れ

替わっていることで
試合映像を見る限り

では少しやり方も変
わっているようです

し、前回対戦時とは
別のチームになって

いると思います。ただ
山雅としては自分た

ちの良さを出して、相
手のストロングポイン

トを出させないこと
に変わりはありませ

ん。自分たちのやる
べきことをしっかりと

やりたいと思います」

Q：J2優勝の瞬間を
見ようと、多くのサポ

ーターが詰めかける
試合です。その皆さ

んにメッセージをお
願いします！

「今季も熱い応援を
ありがとうございまし

た。多くの山雅サポー
ターの皆さんの前

で戦えることほど選
手冥利に尽きること

はありませんし、皆さ
んの声援

は自分たちの後押し
になっています。今日

の試合が今季最終戦
に

なると思いますが、J
1昇格そしてJ2優勝を

勝ち取って、

サンプロアルウィンで
皆さんと喜びを分か

ち合える

ように精一杯頑張り
ます！」

DF

橋内 優也

 

 

 

 

Yuya HASHIUCHI
いよいよ2018シーズ

ンのリーグ戦も最終
節を迎えます。そこで

今季ゲームキ

ャプテンを務めてきた
橋内優也選手に、この

一年間を振り返っても
らいました。

チームとして個人とし
て、どのようなシーズ

ンだったのでしょうか
。



対戦情報 試合ダイジェスト

●ホームスタジアム：鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
●活動区域／ホームタウン： 徳島県／徳島市、鳴門市、美馬市、板野町、松茂町、藍住町、北島

町、吉野川市を中心とする全県
●クラブマスコット：愛称「ヴォルタくん」「ティスちゃん」
●Jリーグ加盟年：2005年　●社長名：岸田　一宏　●監督名：リカルド ロドリゲス

第42節 徳島ヴォルティス

順位 チーム名 勝点 得失点
1 松本山雅FC 76 ＋20
2 大分トリニータ 75 ＋25
3 FC町田ゼルビア 75 ＋18
4 横浜FC 73 ＋18
5 東京ヴェルディ 70 ＋15
6 アビスパ福岡 69 ＋16
7 大宮アルディージャ 68 ＋16
8 ヴァンフォーレ甲府 59 ＋11
9 レノファ山口FC 58 －3
10 水戸ホーリーホック 57 ＋4
11 徳島ヴォルティス 55 ＋6

予想フォーメーション & Stats
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※スタッツは第 41節終了時点のものです。

今季最終節。J2優勝を果たし、最高の時を迎えよう！
2018シーズンのJ2リーグも、今日が最終節となる。例年以上の混戦模様となった昇格
争いは未だに結果が確定していないが、そのなかにあって山雅はリーグ首位という好位
置を維持できている。前節・栃木戦も予想どおりの手堅い試合となったが、田中隼磨が
値千金のゴールを決めると、その1点を最後まで守り切った。苦しい展開でも勝ち点3を
持ち帰ることが出来たのは、多くのサポーターの皆さんの声援の後押しがあったからだ
ろう。今日の試合を勝てばJ2優勝が決まる山雅としては、他会場のことは気にせず、眼
前の試合のみに集中したい。
今季最終節の対戦相手は徳島ヴォルティスだ。途中加入したバラルとピーター・ウタカ
の活躍もあって9月は大躍進したが、分析の進んだ10月以降は6敗1分けと失速してし
まった。今夏に主力の日本人選手が多く移籍したことはリカルド・ロドリゲス監督も頭
を悩ませたはずだが、それでも技術の高い好選手は数多く、両外国籍FWにも一発があ
るだけに極めて危険な相手といえる。守備からリズムを作る山雅としては、真価の問わ
れる相手だ。
前々節・東京V戦では、今季最多となる16775人の入場者数を記録したサンプロアル
ウィン。J1昇格、J2優勝の瞬間を一目見ようと、今日も多くのサポーターの皆さんが詰
めかけ、試合前から熱気は最高潮となることだろう。その声援に報いるためにも勝利を
果たしたい。そしてJ2優勝というタイトルを獲得して、最高の時を迎えよう！

監督インタビュー 監督　反町 康治

感謝の気持ちを込めて、最後の笛まで戦います
Q： いよいよ2018シーズン最終戦を迎えますが、現在の
心境を。

「開幕直後は県外での試合が続いたこともあり、なかなか
結果を出せませんでした。サポーターの皆さんもストレス
が溜まったと思いますが、我慢して応援を続けてくれたと
思います。その声援に報いるためにも日々の練習から努
力を惜しまずに改善してきた成果が、いまの順位に繋がっ
ているのではないでしょうか。チームに関わる全員で勝ち
取ってきただけに、最後は良い形で終わりたいですね」

Q：今節の対戦相手は徳島ヴォルティスです。どのような印象がありますか？
「この夏に主力として活躍していた日本人選手の多くがJ1クラブなどに移籍したことで、
リカルド・ロドリゲス監督としても苦しかったと思います。しかし、その穴を埋めるべ
く強力な外国籍選手を獲得しました。バラルはペナルティーエリア内で仕事のできる選
手で、ピーター・ウタカはキープ力が非常に高い。その他にも技術的に優れた選手が多
く、強敵であることは間違いありません」

Q：今季も熱く応援していただいた山雅サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
「サポーターの皆さんには、今季も熱い声援を送っていただいて感謝しております。前
節・栃木戦でも敵地まで4500名もの方々に来ていただき、本当に励みになりました。
皆さんの声援に対する感謝の気持ちを込めて、一分一秒を戦いたいと思いますので、本
日も最後まで熱い応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
バラル 9
島屋 八徳 8
ピーター ウタカ 6
岩尾 憲 5
前川 大河 4

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

徳島ヴォルティス選手一覧

＊＝ 2種登録

自動昇格圏内
への浮上のた
めにも何とし
ても勝ち点3
を持ち帰りた
い東京Vに対
して、山雅は
試合開始直後
からリズムを
掴むことに成
功する。前線
からのフォ
アチェックで東京Vを自陣に押し込むと、ボールを
テンポよく回しながら攻撃を組み立てる。36分に
はセットプレーから相手DFのオウンゴールを誘い、
順調に時計の針を進めていく。終盤は東京Vの攻勢
に苦しみつつも、安定感のある守備で要所を抑え
て、最後まで得点を許さなかった。

vs 東京ヴェルディ

11月4日㈰14:00 サンプロ アルウィン

松本山雅FC VS 東京ヴェルディ

1 1前半0
0後半0 0

最後までゴールを死守して、
東京Vとの大一番を制す！

第40節

敵地のグリ
スタまで約
4500名の山
雅サポーター
が応援に駆け
つけた試合だ
ったが、今季
ホーム最終戦
の栃木も勝利
への意欲は十
分。試合開始
直後から球際
の激しい攻防が繰り広げられ、前半は一進一退のま
まスコアレスで折り返す。注目の後半も手堅い展開
が続くが、サイドからの崩しで徐々に流れを掴む
と、72分に石原からのクロスを受けた田中がゴー
ルネットを揺らす。その後は栃木の攻勢を食い止
め、勝ち点3を手中に収めた。

vs 栃木SC

11月11日㈰ 14:00 栃木県グリーンスタジアム

大声援に選手が奮闘。
試合を決めたのは田中の一撃！

第41節 栃木SC VS 松本山雅FC

0 0前半0
0後半1 1

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
了後にご案内いたします。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

GK 1 赤星　　拓 1984/04/21 185㎝/80㎏
21 梶川　裕嗣 1991/07/26 185㎝/78㎏
29 松澤　香輝 1992/04/03 183㎝/82㎏
31 長谷川　徹 1988/12/11 187㎝/75㎏

DF 2 ブ　エ　ノ 1995/08/24 182㎝/79㎏
4 藤原広太朗 1990/04/17 176㎝/69㎏
5 石井　秀典 1985/09/23 180㎝/70㎏
7 内田　裕斗 1995/04/29 171㎝/62㎏
15 井筒　陸也 1994/02/10 181㎝/75㎏
20 キム ジョンピル 1992/03/09 181㎝/72㎏
22 広瀬　陸斗 1995/09/23 176㎝/68㎏
28 大屋　　翼 1986/08/13 180㎝/79㎏
39 鈴木　大誠 1996/05/28 182㎝/78㎏

＊ 久米航太郎 2000/05/29 166㎝/63㎏
MF 6 シシーニョ 1986/04/22 168㎝/60㎏

8 岩尾　　憲 1988/04/18 175㎝/65㎏

MF 10 杉本　太郎 1996/02/12 162㎝/62㎏
16 渡井　理己 1999/07/18 168㎝/58㎏
23 前川　大河 1996/06/13 171㎝/67㎏
24 井澤　春輝 1999/06/14 178㎝/73㎏
25 内田　航平 1993/05/19 175㎝/69㎏
32 小西　雄大 1998/04/18 169㎝/66㎏
33 藤原　志龍 2000/09/05 170㎝/63㎏
41 狩野　健太 1986/05/02 177㎝/70㎏

FW 13 呉屋　大翔 1994/01/02 177㎝/68㎏
14 杉本　竜士 1993/06/01 164㎝/60㎏
18 佐藤　晃大 1986/10/22 184㎝/76㎏
26 バ　ラ　ル 1983/05/10 179㎝/82㎏

＊ 30 坪井清志郎 2000/02/01 172㎝/64㎏
36 表原　玄太 1996/02/28 167㎝/67㎏
47 押谷　祐樹 1989/09/23 171㎝/71㎏
50 ピーター ウタカ 1984/02/12 178㎝/79㎏

順位 チーム名 勝点 得失点
12 モンテディオ山形 55 －2
13 ジェフユナイテッド千葉 54 ＋0
14 ファジアーノ岡山 53 －3
15 アルビレックス新潟 53 －6
16 ツエーゲン金沢 52 ＋2
17 栃木SC 49 －10
18 愛媛FC 48 －15
19 FC岐阜 41 －18
20 京都サンガF.C. 40 －20
21 ロアッソ熊本 31 －32
22 カマタマーレ讃岐 31 －42

RANKING 2018/11/11現在

Ｊ１昇格へ！全緑、登頂！



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
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信濃毎日新聞
号外車（試合終了後）
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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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JA全農長野
ブース
JA全農長野
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シンガポールブース
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 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

〈冬季限定〉特製牛すじ
煮込み ￥500
喫茶山雅カレーパン・ホット
コーヒーセット ￥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 猪乃源 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

豚おやき（ジャンボ）
 ¥500
おやき（スウィートポテト）
 ¥200
おやき（あずき） ¥200

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 わが家のごはん 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

超大陸カレーアメイジア
ライスセット ¥800
超大陸カレーアメイジア
ナンセット ¥800
鶏竜田黒酢あんかけ丼 ¥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
徳島県産牛の串焼   ￥700
バーデン・バーデン
対戦相手コロッケ（阿波牛コロッケ）  ¥500
対戦相手カクテル（栄光のかけ橋）  ¥600
※スポーツドリンクと “ゆず”を使ったヴォルティスブルーのカクテル。
※シーズン最終戦の感謝をこめて、フードをお買い上げの方、先着100
名様に手づくりラスクをプレゼント！（ドリンクのみは対象外です）

本日限定メニュー紹介

HOT!



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。

⑷シンガポール政府観光局PRキャラクター「ドリたん」来場！
シンガポール政府観光局PRキャラクター「ドリたん」がシンガポー
ルイベントを盛り上げにきてくれます！先行入場時のお出迎えや
シンガポールブースに登場いたしますので、是非この機会に記
念撮影などをお楽しみください。
●GIFC友好記念ピッチイベント
提携クラブであるGIFC・BEN TENG（ベン テン）チェアマン
とエプソシンガポール田中俊光社長にご挨拶いただきます。ま
たシンガポールにて開催された「EPSON YOUTH CHALLENGE」
で優秀選手に選出された4名の選手もご紹介させていただきます。
【実施場所】ピッチ　【実施時間】13:00～

⑶マーライオンと写真を撮ろう！
シンガポール
の象徴である
マーライオン
がサンプロ ア
ルウィンに登
場！全長約2
ｍのマーライ
オンとの写真
撮影をお楽し
みください。

 GIFCオフィシャルクラブグッズ 
GIFCユニフォームのいずれかをご購入で、
先着30名様にシンガポール政府観光局様ご
提供のラクサテイストの即席カップ麺をプレ
ゼント！（1会計につきお1つ）
・GIFC公式ユニフォーム（1st）   4,500円
・GIFC公式ユニフォーム（2nd）   4,500円
・GIFCマグカップ   500円
※数量に限りがございますので、あらかじめ
ご了承ください。

 松本山雅×GIFCコラボグッズ 
GIFC×YAMAGAコラボニットマフラー   3,500円（税込）
それぞれのユニフォー
ムモチーフをベースデ
ザインにした、リバー
シブルで使用できる
ニットマフラー！ 
【サイズ】約16×170cm（フリンジを含む）
【素 材】アクリル80％、ナイロン15％、ウール5％　【販売数】150枚（合計）
【販売場所】シンガポールブース、スタジアム全グッズ販売所
※オンラインショップ、オフィシャルショップでの取り扱いはございま
せん。あらかじめご了承ください。

 再販売 
松本山雅×GIFCコラボキーホルダー
  600円
※表裏に両クラブのユニフォームをデザインしています。
【サイズ】33×80㎜　【販売数】100個
【素材】ATBC-PVC、亜鉛合金
【販売場所】シンガポールブース
※その他スタジアム全グッズ販売所、オン
ラインショップ、オフィシャルショップで
の取り扱いはございません。

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）

  スイーツフェスタブース
開始（場外サウスゾーン）

11:00 JA全農長野ブース開始
 （シャトルバス発着所）
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）

 シンガポールブース開始
 （1ゲート付近）
  「松本山雅FC特別号

外」 ＆「松本山雅FC
サポートショップ特集」
配布開始（スロープゲー
ト・1ゲート・4ゲート）

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）

12:45頃 積水ハウスpresents
 アルWIN TV（ピッチ）
12:56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～  ゲイラン・インターナ
ショナルFC友好記念
ピッチイベント（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  守田達弥選手「J2通算

100試合出場達成｣ 記
念セレモニー（ピッチ）

14:00 前半キックオフ
14:45頃 ハーフタイム（15分間） 
15:00頃 後半キックオフ
15:45頃 試合終了
試合終了後  2018明治安田J2リー

グ最終戦セレモニー
16:30頃予定  信濃毎日新聞号外配布

開始（場外サウスゾーン）
18:00頃  駐車場閉場（予定）・
 シャトルバス最終便（予定）

TO THE TOP 「アルウィン全緑コレオ大作戦！！」

シンガポールイベント withゲイラン・インターナショナルFC
提携クラブであるシンガポール「ゲイラン・インターナショナルFC（以下GIFC）」との友好記念として、今年もシンガ
ポールイベントを開催いたします。本提携は、両クラブのメインスポンサーであるEPSON様のご仲介によって実現し
たもので、双方のクラブの発展とサッカーを通じて両国の国際交流を深めることを目的としたものです。今年はシン
ガポール政府観光局様にもご協力をいただき、楽しい演出を盛り込みました。
●シンガポールブース出展　　【実施場所】シンガポールブース（1ゲート付近）　【実施時間】11:30～

●マッチデープログラムの緑
面を選手入場時に掲げて
選手を奮い立たせよう！
・ 南側ゴール裏の一部座
席のみ、 別のコレオグラ
フィーシートを事前に用意
しております。事前に用意
してあるシートを別の席に
移動させないよう、ご注意
ください。

⑴シンガポールフード販売with喫茶山雅！
喫茶山雅で好評発売中のアンダース・アプリン選手プロデュー
スメニューの「コピ」、「カヤトースト」（※カヤサンドイッチに
リメイクしてご提供）に加え、GIFCスタッフ監修のもと「バク
テー」を販売いたします。「バクテー」は、ポークリブ、スパイス、
ハーブが入ったシンガポールの伝統的なスープで、ポークリブ
の旨味であっさりとしたスープに胡椒のスパイスが効いた、こ
の時期にもピッタリな身体が温まる一品です！なお、いずれか
をご購入の先着100名様にシンガポール政府観光局様ご提供
のステーショナリーグッズをプレゼント！（1会計につきお1つ）
・カヤサンドイッチ   300円
・コピ   400円　・バクテー   500円

⑵YAMAGA×GIFCコラボグッズ、GIFCオフィシャルグッズ販売！

信濃毎日新聞社イベント
●「松本山雅FC特別号外」＆
　「松本山雅FCサポートショッ
プ特集」配布
2018シーズンの松本山雅FCの
闘いをまとめた「特別号外」と
MGプレスに掲載した「松本山
雅FC サポートショップ特集」を
配布いたします。
【実施場所】スロープゲート・
 1ゲート・4ゲート
【実施時間】11:30～14:00
 ※予定数量を配布次第終了。
●試合終了後の号外配布
輪転機を搭載している車により、
明治安田生命J2リーグ第42節 
徳島ヴォルティス戦の模様を号
外として配布いたします。
【実施場所】場外サウスゾーン
【実施時間】試合終了後
 （16:30頃予定）
※配布部数2,000部予定。予定
部数配布次第終了。

スイーツフェスタ開催
松本山雅FCオフィシャルスポンサーの松本信用金庫
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。
【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～
●スイーツフェスタ最優秀スイーツ・焼き菓子特別賞の販売
11月4日（日）に実施いたしました「スイーツコンテスト」
で見事最優秀賞に輝いた「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）と焼き菓子
特別賞の「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）・「いただきかぼちゃ」（松本市 ロ
ンポアン様）の販売を実施いたします。

※写真はカヤトーストです

焼き菓子特別賞松本山雅FCスイーツフェスタ 最優秀スイーツ

いただきかぼちゃ
1個180円（限定400個）

洋梨・負けナシ
必勝ガンズくん

450円（限定300個）

キミは勝利！
ガンズエッグ

1個300円（限定200個）

※2017シーズンの様子です



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/

前田 大然の
座標

N36.3794592, E140.4819008 （茨城県 水戸ホーリーピッチ）
　去年に期限付きで移籍した水戸ホーリーホックの
練習場（当時）です。今年からはクラブハウスとグラウ
ンドが一体になった新しい施設ができましたが、僕が
いた年はまだ河川敷のこのグラウンド。一応は天然芝
なんですけど雑草が生えてボコボコで、環境はぶっ
ちゃけ全然恵まれていませんでした（笑）。
　でも高卒１年目の山雅では全然試合に出られなかっ
たので、「とにかく試合に出たい」と思って移籍を考え
ました。J3を含めて複数のクラブからオファーがあり
ましたが、Ｊ２の水戸を選び、環境を変えて実戦経験を
積もうと。「ゴールを取れ」と常に言われて、実際にゴー
ルを取る仕事に専念して結果も出せました。
　ただ当時も、高卒１年目があるから今があると思っ
てプレーしていたし、逆に今も水戸での１年間がある
からこそだと感じています。１年目から活躍するつもり
でいたけど１年遅れてしまったので、今はそれを取り

戻している段階。同じ世代の選手がフル代表に選ばれ
ているので、自分もどんどん成長していきたいです。
　奥さんが水戸出身というのもあるし、休みの日は水
戸に行って同い年の伊藤涼太郎とご飯を食べたりして
います。高校３年間を過ごした山梨が自分の中では第
２の故郷で、第３が松本か水戸かで悩むところ。優勝＆
昇格という最高の思い出をつくり、松本での記憶をよ
り充実したものにしたいです！

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
シンガポールイベント withゲイラン・インターナショナルFC提供景品
●シンガポール政府観光局様 ご提供
　マーライオンダルマ＆TWG紅茶セット   3名様
　ワン・シンガポール皿（24cm）＆TWG紅茶セット   3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
●松本市様ご提供
＊山辺ワインセット（赤・白）   5名様
　松本産りんごジュース2本セット   10名様
●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
　アトリエ・ド・フロマージュ　チーズセット   5名様
　JA松本ハイランド産 サンふじ 5kg   10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
　シナノゴールドりんごジュース 1リットル   5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
●白船荘 新宅旅館様
　宿泊ご招待券（1泊2食付）   1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

 ガンズくんファーチャーム
 1,400円（税込）
ガンズくんをモチーフにしたチャームアクセ
サリー。モコモコのファーが、いつでもガン
ズくんと一緒にいる気分にさせてくれます。
【サイズ】約12×12㎝　【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。
※お一人様につき1点のご購入とさせていた
だきます。あらかじめご了承ください。

 gym master コラボ
 スマホポーチ 3,150円（税込）
松本山雅FC×gym masterのコラボレーショ
ングッズの販売です。ブランドのアイコンでも
あるスウェット生地を使用したスマホポーチ。
大きめのスマホも入り、小銭入れやカードケー
スも入っていますので、これ1つで手ぶらで試
合観戦や外出が出来るアイテムです。
【サイズ】19×11cm　【素材】コットン、ナイロン
■gym master（ジムマスター）とは
カナダ生まれのスウェットブランド。カナダ製
スウェットから、国内向け企画のアスレチッ
ク＆カジュアルアパレル、バックパックなどの
雑貨までを展開。
※ 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。

 ニットキャップ（グリーン・ブラック） 各2,400円（税込）
冬物アパレル雑貨がぞくぞく登場！今回はニットキャップが新発売。シンプルなニッ
トキャップにワンポイントでエンブレムの織ネームを付けました。ユニフォームとの
コーディネートにはブラックを、普段使いのポイントにはグリーンをオススメします。
【サイズ】フリー　【素材】アクリル
※ 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。

 ガンズくんビーズポーチ
 2,000円（税込）
ガンズくんの顔がデザインされたビーズポー
チ。キラキラ可愛い仕上がりになりました。
リップクリームや小銭入れとしてぜひ！
【サイズ】約9×9㎝　【素材】ビーズ
※ 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。
※お一人様につき1点のご購入とさせていた
だきます。あらかじめご了承ください。
※ガンズくんビーズポーチは1点ずつ手作り
しているため、個体差がございます。あら
かじめご了承ください。 NEW

 ソックス（ヤッフィー）
 900円（税込）
【喫茶山雅限定販売】
喫茶山雅の人気者「ヤッフィー」の
ソックスです。ガンズくんのソックス
と柄ちがいで、ぜひ揃えてください。
【サイズ】19-21cm、22-24cm、
 25-27cm
【素 材】綿アクリル
※ スタジアム喫茶山雅売店、喫茶山
雅店舗限定販売となります。

NEW
 ソックス（スター）900円（税込）
ガンズくんの顔がデザインされた可愛い
ソックスの登場です。試合観戦も普段使い
も、足元に隠れガンズくんをこっそりコー
ディネートしてください！サイズは3サイズ、
キッズから大人までご用意しました。
【サイズ】19-21cm、22-24cm、25-27cm
【素 材】綿アクリル
※ 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。

NEW

ホームタウン
豆ガンズくん
缶バッチ
 300円（税込）
【サイズ】直径約55mm

“ホームタウン豆ガンズくん缶バッチ”、“松本山雅FCプレー
ヤーズ缶バッチ”を全グッズ販売所にて取扱いいたします！

Let's 運試しグッズ

松本山雅FCプレーヤーズ缶バッチ 300円（税込）
【サイズ】直径約56mm
※選手は、2018年8月31日時点の登録選手で作成しております。
※オンラインショップ、オフィシャルショップ（喫茶山雅では一
部取扱いあり）での取り扱いはございません。



SUPPORTERS

2018年11月16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

※ 11/16 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


	750-81-00272_徳島戦MDP_納品用PDF_H1
	750-81-00272_徳島戦MDP_納品用PDF

