
Q：J1リーグも序盤5試合を消化しました。
「やはり大分戦のように良い守備が出来れば、良い攻
撃につながると感じています。逆に広島戦のように守
備でハマらないと、なかなか良い攻撃につながらない。
その点については日頃のトレーニングから細かいとこ
ろにこだわって、どうやって戦っていくべきかを考える
必要がありますね」

Q：服部康平選手やエドゥアルド選手など、ディ  
フェンスラインに新加入選手が多いですが？

「誰が出たとしてもチームのベースとして守り方があり
ますが、そのなかで選手各々に特長を出してもらいた
いですね。たとえば服部だったら空中戦に強みを持っ
ているし、エドゥだったら対人守備や攻撃参加が持ち
味なので。自分としても彼らの特長を頭に入れながら、
プレーするようにしています」

Q：被シュート数の増えるであろう今季は、守田選手
の活躍も期待されます。

「昨季もそうでしたが、一人だけで守っているわけで
はありません。チームとして一歩や1秒というところに
こだわって、ボールホルダーに寄せていって、それでも
打たれたシュートに対しては自分が抑えるという心構え
でいます。レベルの高いJ1であれば、もう一歩もう1秒
ということになるかも知れません。その辺りの間合いや
タイミングなどは公式戦で体験しないと分からない部
分もありますが、普段の練習から突き詰めることでチ
ームとしての失点を減らすことがベストだと思います」

Q：今日の対戦相手はヴィッセル神戸です。
「イニエスタ選手やビジャ選手、ポドルスキ選手など世
界的なスター選手が集まっていますし、今季は能力の高
い日本人選手も多く加わりましたね。西大伍選手とは
面識がありますし、山口蛍選手とも同じロンドン五輪世
代なので一緒にプレーしています。チームのスタイルと
してはポゼッションサッカーを志向していて、ゴール前
でのクオリティーは高いですよね。注目を集める試合に
なるので、そのなかで自分たちの力を発揮したいです。
繰り返しになりますが一人の力で守るのではなく、チー
ム一丸となって守ることが重要になると思います」

Q：浦和戦、川崎戦に引き続き、今日の試合もチケ
ットは完売しています。

「サポーターの皆さんによる応援が、選手の力になっ
ていることは間違いありませんが、まだまだ自分たち
は皆さんの声援に応えきれていないとも感じていま
す。だからこそレベルを上げて、皆さんの熱に応えられ
るように頑張ります」

昨季のJ2リーグ最少失点に大きく貢献 
した守護神は、今季も健在です。自身の好
セーブや味方選手との連係で、J1の強力
アタッカー陣から山雅ゴールを守るべく
奮闘を続ける守田達弥選手に、神戸戦を
前に話を聞きました。
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J1でも、もう一歩
もう1秒にこだわって！

1GK 守田 達弥
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※スタッツは第5節終了時点のものです。

“スター軍団”の良さを消して、狙うは勝ち点3！
代表ウィークによる公式戦の中断があり、前節・川崎戦を迎えるまで2週間のインターバル
があった山雅。トレーニングを通して個々のレベルアップや連係面の向上に努め、チーム内
競争を活性化させるなどチーム強化を図ってきた。だからこそ結果を残したかった川崎戦
だったが、チャンピオンチームの強さは本物だった。最初から最後まで流れを引き寄せられ
ないまま、0-2の敗戦を喫した。悔しさは募るが、今は前を向いて、次の戦いへの準備をす
るだけだ。
今節もチケット完売となっており、素晴らしい雰囲気となることは間違いなしの一戦。その
相手はヴィッセル神戸。これまでもリーグ戦や天皇杯で対戦経験はあるものの、ここ数年は
海外スターの補強に動いており、以前とは全く印象の異なるチームとなっている。アンドレ
ス・イニエスタやルーカス・ポドルスキ、ダビド・ビジャなどの大物選手を次々に招き入
れ、タイトル獲得が現実的な目標となるほどにチーム力は向上している。ビッグネームに目
を奪われがちだが、昨季前半は岐阜に所属していた古橋亨梧も攻守で効いており、要注意選
手のひとりだ。
開幕から3勝1敗1引き分けで4位につけるなど勢いのある神戸だけに、やはり難しい試合展
開になることは予想される。ただし高い攻撃力を誇る一方、カウンターの対応など守備面に
は課題も見受けられ、付け入る隙はありそうだ。スター選手の名前に怯むことなく、闘争心
を露わに立ち向かいたい。

松本山雅FC

 Q： 前節・川崎戦はJ1連覇中のチャンピオンチー
ムに0-2で敗れました。

「満員のサンプロアルウィンで結果を出せなかった
ことは悔しく思っています。川崎が攻撃に人数を割
くなかで、ボールを奪ったあとに素早く攻撃につな
げられるかというのがゲームプランの一つではあり
ましたが、うまくいかずに残念でした。ただ我々と
しても競争の中で勝ち点を取っていかないといけな
いですし、この難局は自分たちで解決していくしか

ないので、もっと努力して、下を向くことなく次に進んでいきたいと思います」

Q：今節の対戦相手はヴィッセル神戸です。
「いわゆる『VIP（ビジャ、イニエスタ、ポドルスキ）トリオ』が注目されていますが、その
3人も含めたアタッカー陣のクオリティーの高さには驚かされます。リージョ監督が理想と
するスタイルで色を出せるような技術の高い日本人選手も獲得して、破壊力のある攻撃が出
来るチームになっています。ポテンシャルのある若手も加わり、可能性は大きく広がってい
る印象ですね」

Q：チケットは完売となり、注目度の高いゲームになります。
「まだ足りない部分もありますが、J1のレベルに合わせるために日々努力をしています。ど
れだけクオリティーの高い選手が揃っているチームであっても、山雅らしさを出すことを前
提として頑張ります。スター軍団にも正面からぶつかっていきますので、サポーターの皆さ
んには本日も熱い声援をよろしくお願いいたします」

“スター軍団”にも
正面からぶつかっていきます

ダビド ビジャ 3
ルーカス ポドルスキ 2
田中 順也 2
古橋 亨梧 1

岩上 祐三 1
永井 龍 1

松本山雅FC 出場
時間

総走行
距離（㎞）

スプリント
回数

GK 1 守田　達弥 90 4.11 1 
DF 5 今井　智基 90 10.74 16 
DF15 エドゥアルド 90 9.90 11 
DF31 橋内　優也 90 9.65 12 
MF 3 田中　隼磨 90 11.35 21 
MF 8 セルジーニョ 68 7.56 12 
MF14 パウリーニョ 90 10.98 5 
MF35 宮阪　政樹 90 10.97 6 
MF42 高橋　　諒 90 10.49 17 
FW 7 前田　大然 76 9.24 29 
FW10 レアンドロ ペレイラ 68 7.27 8 
MF17 塚川　孝輝 22 3.28 6 
MF20 杉本　太郎 22 3.49 5 
FW 9 高崎　寛之 14 1.87 5 

チーム合計 110.89 154
ヴィッセル神戸 出場

時間
総走行
距離（㎞）

スプリント
回数

GK 1 前川　黛也 90 4.75 0 
DF19 初瀬　　亮 90 10.96 19 
DF22 西　　大伍 90 10.44 21 
DF25 大﨑　玲央 90 9.84 10 
DF33 ダンクレー 90 9.46 12 
MF 5 山口　　蛍 90 11.26 22 
MF 6 セルジ サンペール 74 10.06 10 
MF 8 アンドレス イニエスタ 90 10.77 5 
FW 7 ダビド ビジャ 58 5.79 4 
FW10 ルーカス ポドルスキ 90 9.41 13 
FW16 古橋　亨梧 90 10.67 24 
MF14 三田　啓貴 32 4.21 9 
FW21 田中　順也 16 2.52 8 

チーム合計 110.12 157

勝点 得失点

1 12 ＋10

2 11 ＋4

3 11 ＋3

4 10 ＋3

5 9 ＋3

6 9 ＋2

7 8 ＋2

8 8 ＋0

9 8 ＋0

10 6 ＋1

11 6 ＋0

12 6 －1

13 6 －3

14 4 －3

15 4 －6

16 3 －2

17 2 －7

18 1 －6

順位表VS

FW10
レアンドロ ペレイラ選手
川崎のポゼッ
ションサッカー
を食い止める
ために必死でしたが、そ
の自分たちの上を行か
れてしまった印象です。
個人的にも長所を出せ
る場面もありましたが、
まだ足りないですね。
もっと努力していきた
いと思います。

MF17
塚川孝輝選手
川崎には王者
のプライドが
あると思うが、
自分たちは上がってき
たばかりの挑戦者なの
で、もっと泥くさくチャ
レンジャー精神でぶつ
かっていけばよかった。
結果的には２点差がつ
いたが、もっと差を縮め
られたと思います。

連敗から脱却すべく、先発メンバーの入れ替えを
行うなど強い決意を見せた山雅。しかし『J1王者』
川崎の前に、序盤から主導権を奪われてしまう。細
かなパスワークに対抗すべく粘り強い守備を見せた
が、前半終了間際に知念慶に先制ゴールを許すと、
64分には阿部浩之に追加点を決められる。2点のビ
ハインドをはね返すべく杉本と塚川を投入したもの
の、シュート数は3本に抑えられるなど、最後まで
決定機を創出するには至らなかった。

3月31日㈰ 14:00 サンプロ アルウィン

『J1王者』の前に沈黙。
シュートは３本に抑えられる

第5節
川崎フロンターレ VS 松本山雅FC

2 1前半0
1後半0 0

反町康治監督インタビュー

試合ダイジェスト

Tracking Data Report 第5節

2019/3/31現在

ヴィッセル神戸

MANAGER
フアン マヌエル リージョ

ヴィッセル神戸選手一覧
DF22 西　　大伍
DF25 大﨑　玲央
DF32 橋本　　和
DF33 ダンクレー
DF34 藤谷　　壮
DF40 小林　友希
MF 5 山口　　蛍
MF 6 セルジ サンペール
MF 8 アンドレス イニエスタ

MF14 三田　啓貴
MF20 増山　朝陽
MF24 三原　雅俊
MF27 郷家　友太
MF31 中坂　勇哉
MF35 安井　拓也
MF ＊ 山内　　翔
FW 7 ダビド ビジャ
FW10 ルーカス ポドルスキ

FW13 小川慶治朗
FW16 古橋　亨梧
FW17 ウェリントン
FW21 田中　順也
FW ＊ 小田裕太郎

GK 1 前川　黛也
GK18 キム スンギュ
GK28 吉丸　絢梓
GK29 荻　　晃太
GK30 伊藤　元太
DF 2 那須　大亮
DF 3 渡部　博文
DF15 宮　　大樹
DF19 初瀬　　亮

＊ 2種登録選手

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時より取り扱いを開始いたします。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

　明治大学のときから、試合前に背番号と同じ42回の
リフティングをしています。ウォーミングアップのときに
ちょっとフリーの時間もあるのでそこでやるんですが、途
中で何かがあって途切れちゃったら最初からやり直します
し、そのときはものすごく集中しています。だからボール
が飛んできたり、誰かが「ボールちょうだい」とか声をか
けてきたりしても、そのときだけはスルーしちゃいます（笑）。
　ちなみに「42」という番号に対する意味は特にありま
せん。大学時代にたまたま空いていたのでその番号にし
ましたし、湘南でも42を着けていました。山雅でも大き
い数字の番号を着けたかったので、42が空いているかど
うかを聞いて着けさせてもらいました。今となっては、と
ても愛着のある数字です…語呂はすごく悪いんですけど
（笑）。
　それ以外にも色々な「マイルール」があります。例え

ばグラウンドに入るときは左足からだし、試合の日にはふ
とんとかゲタ箱とか洋服とかの身の回りを整理します。そ
うすることによって、気持ちが整っていく感じがするんで
す。普段は全然キレイ好きというわけではなくて普通なん
ですけど（笑）。大学時代は寮の２段ベッドだったのでそ
こだけをキレイにしていました！
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2019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〉記載されている時間内

エプソンスペシャルマッチ2019特別景品
●セイコーエプソン様ご提供
　エコタンク搭載プリンター EW-M571TW 型番：EW-M571TW   1名様
　プロジェクター EB-S05 型番：EB-S05    1名様
　スキャナー　ES-50 型番：ES-50   1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
　松本スイーツ「ミソラサンド」詰合せ   5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
　信州まるごとりんごジュース（30缶入り）   4名様
●信越放送株式会社ご提供
　SBCろくちゃんぬいぐるみ ＆ ワイドFM94.2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
●マクセルイズミ株式会社様ご提供
　電動シェーバー IZF-V758-G   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）    4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
＊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。

 グッズくじ！ 

カメラストラップ 3,200円
【サイズ】約700㎜　【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も同日
より取扱いを行う予定です。

※ オンラインショッ
プ・オフィシャル
ショップ全店でも
同日より取扱い
を行う予定です。

リボンマグネット 1,800円
【サイズ】200×100㎜
【素 材】マグネットシート

　　　　　　ミニ色紙 400円
※ オンラインショップ、オフィシャルショップでの
販売はございません。

ガンズくんとモーヴィの
なりきりコラボミニタオル 700円
【サイズ】約200×200㎜　【素材】綿100％

ガンズくんとモーヴィの
なりきりコラボ
キーホルダー 600円
【サイズ】約120×45㎜
【素 材】アクリル

※ スタジアムグッズ売店、オ
ンラインショップ、喫茶山
雅の限定販売となります。

2019スローガンフェイスタオル
（境界突破） 1,600円
【サイズ】約330×800㎜　【素材】綿100％
※ オンラインショップ・オフィシャルショップ全店でも同日
より取扱いを行う予定です。

2019スローガンキーホルダー
（境界突破） 600円
【サイズ】約33.3×76.3㎜　【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
店でも同日より取扱いを行う予定です。

※全て税込価格です。

4 /10 ㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （サンアル）
4 /14 ㈰ 17:00 湘南ベルマーレ （ＢＭＷス）
4 /20 ㈯ 14:00 サガン鳥栖 （サンアル）
4 /24 ㈬ 19:00 清水エスパルス （アイスタ）
4 /28 ㈰ 14:00 FC東京 （味スタ）
5 / 4（土・祝） 14:00 セレッソ大阪 （サンアル）
5 / 8 ㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （ヤマハ）
5 /12 ㈰ 13:00 北海道コンサドーレ札幌（サンアル）
5 /18 ㈯ 15:00 鹿島アントラーズ（カシマ）

2019 SEASON SCHEDULE

ヴィッセル神戸
コラボ商品

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。

135mm×120mm
守田 達弥 浦田 延尚 田中 隼磨 飯田 真輝

前田 大然 セルジーニョ 高崎 寛之 レアンドロ ペレイラ

塚川 孝輝 當間 建文 山本 大貴 杉本 太郎

榎本 樹 山本 龍平 溝渕 雄志 橋内 優也

服部 康平

藤田 息吹

村山 智彦

町田 也真人

高橋 諒

今井 智基

エドゥアルド

那須川 将大

宮阪 政樹

パウリーニョ

田中 謙吾

ジョ ジヌ

中美 慶哉

米原 秀亮

大野 佑哉

永井 龍

ゴ ドンミン

安東 輝 岩上 祐三 ガンズくん 反町 康治

サインもらいに

行こう！

プレイヤーズプレイヤーズ

ミニ色紙ミニ色紙 400円
全37種類

(税込み)



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時より取り扱いを開始いたします。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

　明治大学のときから、試合前に背番号と同じ42回の
リフティングをしています。ウォーミングアップのときに
ちょっとフリーの時間もあるのでそこでやるんですが、途
中で何かがあって途切れちゃったら最初からやり直します
し、そのときはものすごく集中しています。だからボール
が飛んできたり、誰かが「ボールちょうだい」とか声をか
けてきたりしても、そのときだけはスルーしちゃいます（笑）。
　ちなみに「42」という番号に対する意味は特にありま
せん。大学時代にたまたま空いていたのでその番号にし
ましたし、湘南でも42を着けていました。山雅でも大き
い数字の番号を着けたかったので、42が空いているかど
うかを聞いて着けさせてもらいました。今となっては、と
ても愛着のある数字です…語呂はすごく悪いんですけど
（笑）。
　それ以外にも色々な「マイルール」があります。例え

ばグラウンドに入るときは左足からだし、試合の日にはふ
とんとかゲタ箱とか洋服とかの身の回りを整理します。そ
うすることによって、気持ちが整っていく感じがするんで
す。普段は全然キレイ好きというわけではなくて普通なん
ですけど（笑）。大学時代は寮の２段ベッドだったのでそ
こだけをキレイにしていました！

　明治大学のときから、試合前に背番号と同じ42回の
リフティングをしています。ウォーミングアップのときに
ちょっとフリーの時間もあるのでそこでやるんですが、途
中で何かがあって途切れちゃったら最初からやり直します
し、そのときはものすごく集中しています。だからボール
が飛んできたり、誰かが「ボールちょうだい」とか声をか
けてきたりしても、そのときだけはスルーしちゃいます（笑）。
　ちなみに「42」という番号に対する意味は特にありま
せん。大学時代にたまたま空いていたのでその番号にし
ましたし、湘南でも42を着けていました。山雅でも大き
い数字の番号を着けたかったので、42が空いているかど
うかを聞いて着けさせてもらいました。今となっては、と
ても愛着のある数字です…語呂はすごく悪いんですけど
（笑）。
　それ以外にも色々な「マイルール」があります。例え

ばグラウンドに入るときは左足からだし、試合の日にはふ
とんとかゲタ箱とか洋服とかの身の回りを整理します。そ
うすることによって、気持ちが整っていく感じがするんで
す。普段は全然キレイ好きというわけではなくて普通なん
ですけど（笑）。大学時代は寮の２段ベッドだったのでそ
こだけをキレイにしていました！

DF42MY RULE MY ROUTINE 高橋 諒
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2019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〉記載されている時間内

エプソンスペシャルマッチ2019特別景品
●セイコーエプソン様ご提供
　エコタンク搭載プリンター EW-M571TW 型番：EW-M571TW   1名様
　プロジェクター EB-S05 型番：EB-S05    1名様
　スキャナー　ES-50 型番：ES-50   1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
　松本スイーツ「ミソラサンド」詰合せ   5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
　信州まるごとりんごジュース（30缶入り）   4名様
●信越放送株式会社ご提供
　SBCろくちゃんぬいぐるみ ＆ ワイドFM94.2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
●マクセルイズミ株式会社様ご提供
　電動シェーバー IZF-V758-G   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）    4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
＊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。

 グッズくじ！ 

カメラストラップ 3,200円
【サイズ】約700㎜　【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も同日
より取扱いを行う予定です。

※ オンラインショッ
プ・オフィシャル
ショップ全店でも
同日より取扱い
を行う予定です。

リボンマグネット 1,800円
【サイズ】200×100㎜
【素 材】マグネットシート

　　　　　　ミニ色紙 400円
※ オンラインショップ、オフィシャルショップでの
販売はございません。

ガンズくんとモーヴィの
なりきりコラボミニタオル 700円
【サイズ】約200×200㎜　【素材】綿100％

ガンズくんとモーヴィの
なりきりコラボ
キーホルダー 600円
【サイズ】約120×45㎜
【素 材】アクリル

※ スタジアムグッズ売店、オ
ンラインショップ、喫茶山
雅の限定販売となります。

2019スローガンフェイスタオル
（境界突破） 1,600円
【サイズ】約330×800㎜　【素材】綿100％
※ オンラインショップ・オフィシャルショップ全店でも同日
より取扱いを行う予定です。

2019スローガンキーホルダー
（境界突破） 600円
【サイズ】約33.3×76.3㎜　【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
店でも同日より取扱いを行う予定です。

※全て税込価格です。

4 /10 ㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （サンアル）
4 /14 ㈰ 17:00 湘南ベルマーレ （ＢＭＷス）
4 /20 ㈯ 14:00 サガン鳥栖 （サンアル）
4 /24 ㈬ 19:00 清水エスパルス （アイスタ）
4 /28 ㈰ 14:00 FC東京 （味スタ）
5 / 4（土・祝） 14:00 セレッソ大阪 （サンアル）
5 / 8 ㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （ヤマハ）
5 /12 ㈰ 13:00 北海道コンサドーレ札幌（サンアル）
5 /18 ㈯ 15:00 鹿島アントラーズ（カシマ）

2019 SEASON SCHEDULE

ヴィッセル神戸
コラボ商品

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。

135mm×120mm
守田 達弥 浦田 延尚 田中 隼磨 飯田 真輝

前田 大然 セルジーニョ 高崎 寛之 レアンドロ ペレイラ

塚川 孝輝 當間 建文 山本 大貴 杉本 太郎

榎本 樹 山本 龍平 溝渕 雄志 橋内 優也

服部 康平

藤田 息吹

村山 智彦

町田 也真人

高橋 諒

今井 智基

エドゥアルド

那須川 将大
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中美 慶哉
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大野 佑哉
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安東 輝 岩上 祐三 ガンズくん 反町 康治

サインもらいに

行こう！

プレイヤーズプレイヤーズ

ミニ色紙ミニ色紙 400円
全37種類

(税込み)
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1 2 3 4 5 6 7

1 喫茶山雅

喫茶山雅カレー＆ナン
 　￥700

2 エイワ＆ soraya

穂高ビール各種（中）
 ￥600

3 元気の出るからあげチキチキ

唐揚げ・唐揚棒
 ¥400～

4 四川乃華

上海風焼きそば ¥600

5 DOUBLE MOUNTAIN

チキンステーキサンド
 ￥750

6 フィールド・オブ・キッチン

たこ焼き ￥400～600

17 肉のあづみ野屋

対戦チーム
ご当地牛串焼き ￥時価

18 からあげビリー

ビリーのからあげ
 ￥500

19 凌駕 movin'on

煮干醤油ラーメン
 ￥700

20 ほしスタ

黒毛和牛カレー ¥600

21 IRORI EXPRESS

炙り豚丼 ￥900

22 番長

信州上田名物「美味だ
れ焼き鳥Ⓡ」 ￥600

7 バーデン・バーデン

ソーセージ3種盛
 ¥600

 グルメ・イベント情報 
当日のイベント情報の詳細はこちら⇒

メインスタンドエリア 

ガーデンテラスエリア 

11 トラットリア ジラソーレ

ピッツァドック ¥550

10 焼きそば よっちゃん

富士宮やきそば ￥500

12 グラン・シャリオ コンパニー

関西風お好み焼き
 ￥600

3ゲートエリア

14 ホテルブエナビスタ

山雅勝つ！カレーパン
 ￥300

15 韓国食堂 HANA

チーズハットク・チー
ズダッカルビ ￥500～

13 Sonnenblume グリルハウス

ドイツ風ホットドック
 ￥500

16 café SENRI

ロイヤルスウィートバニ
ラソフトクリーム ￥400

バックスタンドエリア

29 駅そば イイダヤ軒

かけそば ￥350

30 Dolce Vivi

信州はちみつクレープ
 ￥400～

28 Grill lab.

豚バラロールステーキ丼
 ¥1000

31 安曇野小町

どんぶり各種 ￥650～

サウスゾーンエリア

AED設置場所

授乳室

Yellステーション

通行禁止

311 Gour-Win
（飲食ブース）

喫煙エリア

イベントエリア

グッズ販売所

車いす席

27 オクトパスファイヤーズ

たこ焼き ￥500

26 matsumoto Mt.BARU

信州牛のあらびき牛串
 ¥700

4ゲートエリア

セントラルパックイベント
リニューアルした「喫茶山雅カレー」と「信州産
エリンギ入り 豆乳こんにゃく麺」、さらに「地元
長野県食材を使用したカレー」の3品を販売い
たします。
【実施場所】1ゲート付近　【実施時間】16:30～
【販売価格】
喫茶山雅カレー 400円（税込）
信州産エリンギ入り
豆乳こんにゃく麺 300円（税込）
長野県産食材を使用したカレー 350円（税込）

松本山雅FC×Ｊリーグ・docomoスマホ教室
今回は、Jリーグアプリをダウンロードキャンペーン
として、ダウンロード方法から松本山雅FCのお気
に入り登録、チェックイン、ニュース閲覧方法など
丁寧に操作説明をいたします。
【実施場所】4ゲート付近（場外）
【実施時間】16:00～19:00

かんてんぱぱ（伊那食品工業株式会社）イベント
Jリーグオフィシャルライセン
ス商品「スポーツドリンクの
素UP!」 を販売いたします。
お買い上げいただいた方には
かんてん製「かんてんパパ×
松本山雅FCオリジナルフェイ
スシール」プレゼント！
【販売価格】
スポーツドリンクの素UP! 440g
（1ℓ用）×5袋／1箱 650円（税抜）
【実施場所】1ゲート付近
【実施時間】
11:30～ハーフタイム終了後まで エプソンスペシャルマッチ2019

オフィシャルスポンサーのセイコーエプソン株式会社様
のご協力により、ヴィッセル神戸戦をエプソンスペシャル
マッチとして開催いたします。
●2019シーズン選手紹介ラストカットを再現しよう！！
なりきり選手紹介コーナー
今シーズンの各
選手紹介のラスト
カットにご自身の
お名前と好きな
背番号、 その場
でお撮りしたお写
真をスタッフがレ
イアウトいたしま
す。ご参加いただ
いた方には、写真
をエプソンプリン
ターで印刷しお配りいたします。※写真はイメージです。
【実施場所・写真引換場所】スタジアム場外サウスゾーン
【実施時間時間】①14:00～16:00/②16:30～19:00
【整理券配布時間/枚数】①14:00～　②16:30～/各回180枚

●「なりきり選手紹介」プロジェクター投写
試合終了後に当日「なりきり選手紹介」に参加された方
をエプソンプロジェクターで投写いたします。
【実施時間】試合終了後
【実施場所】場外サウスゾーン、バックスタンド

● LINEで松本山雅FCをフォローして、スマートフォン
の写真をプリントしよう！

LINEで『松本山雅FC』のお友達になると、スマートフォ
ン内の写真1枚を無料で印刷できるコーナーを実施いた
します。すでにお友達になっていただいている方もご利
用いただけます。写真には、松本山雅FCオリジナルフ
レームを重ねることができます。手帳などに挟める小さ
めサイズのかわいい写真を、試合の大切な思い出と一緒
に持って帰りませんか？
※ 印刷手続きは1人あたり約5～8分程度かかります。
※ 印刷にあたっては、LINEのログインIDやご登録のメー
ルアドレス、パスワードが必要な場合もございます。

【実施場所】1ゲート付近（場内）
【実施時間】16:30～19:00

アウェイグッズ
販売所

スタジアム
大判写真展

LINEで松本山雅FCをフォ
ローして、スマートフォン
の写真をプリントしよう！

セントラルパック
ブース

かんてんぱぱ
ブース

君も選手に！
フォトスポット

なりきり選手
紹介コーナー

君も選手に！
フォトスポット
（試合終了後）
「なりきり選手紹介」
プロジェクター投写

（試合終了後）
「なりきり選手紹介」
プロジェクター投写

総合案内所
（迷子・落し物）

クラブガンズ
会員ブース

ヴィッセル神戸オフィシャルグッズ販売
【販売場所】4ゲート場外
【販売時間】15:00～試合終了30分後まで

本日限定メニュー
対戦相手カクテル
（グレープフルーツとラムのさっぱりカクテル）   ¥600
対戦相手コロッケ
（牛カレーコロッケ）   ¥500

23 DONERKEBAB

ドネルケバブ ￥500～

24 王滝

スタ丼 ¥800

25Live’S Kitchen Kurekino

炭火焼き鴨そば（ゆず
胡椒入り） ￥800

4ゲート会場外エリア

8 しおじり山賊焼の会

塩尻発祥山賊焼 ￥800

9 明治亭

ソースかつ丼弁当
 ￥1400

2ゲートエリア

本日限定メニュー
「神戸牛」串焼き1本 ¥1300

本日限定メニュー
神戸・いちごパフェ ¥750

TIME TABLE
17:45頃
LET'S supporter's voice! 
17:50頃
積水ハウスpresents アルWIN TV
18:00
エプソン社会科見学ツアー報告会
18:05
セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長　碓井 稔様　ご挨拶
18:25
ピッチ内ウォーミングアップ
18:45
ウォーミングアップ終了
18:48
両チーム選手紹介
18:59
選手入場
19:00頃
エプソン 松本山雅FC月間MVP表彰
セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長　碓井 稔様
キックインセレモニー
19:04　　キックオフ
19:49頃　前半終了
20:04　　後半キックオフ
20:49頃　試合終了

ファンパーク・
シャトルバス乗り場

スマホ教室

●君も選手に！！フォトスポット
【実施場所・時間】
スタジアム場外サウスゾーン・14:00～

1ゲート付近（場内）・16:30～

●スタジアム大判写真展
【実施場所】1ゲート・4ゲート付近　【実施時間】16:30～

スタジアム
大判写真展





2019年4月3日現在

エンジニアリングシステム（株）　（株）マル井　（株）井上　（株）デイリーはやしや　信州ビバレッジ（株）　JAあづみ　ミサワホーム甲信（株）　（株）信州グリーン　長野日報社　岡谷酸素（株）　富士物流（株）　（株）アドソニック　一之瀬脳神経外科病院
（株）デザイン計画　松南病院　（株）マナテック　ネクストリンクス（株）　（株）パワーネット・フィールド　（株）巴屋　（株）しんえこ　北陽建設（株）　（株）河西精機製作所　（株）オーイケ　長野ダイハツ販売（株）　日穀製粉（株）　（株）クア・アンド・ホテル
（株）マイナビ　小石グループ　三菱電機（株）　G-TOOL（株）　（株）立石コーポレーション　（株）システム・サイエンス　（株）協和　セコム上信越（株）　もとき薬局　臨空工業団地管理組合　（株）村瀬組　医療法人仁雄会 穂高病院　松本大学
新光商事（株）　（有）中部警備救助　松本協立病院　あづみ野テレビ（株）　（株）長野信和サービス　松本ゼミナール　綿半ホールディングス（株）　（有）大郷建設　（株）サンプロ　東新エンジニアリング（株）　quod, LLC　（株）コンフォール

（株）王滝　電算印刷（株）　（株）ダイワテック　（株）竹原重建　（株）ランスモア　積水ハウス（株）　（有）郷美興業　（株）山信運輸　ガーデンヒルズ迎賓館　（株）ヨシケイ信州　MXモバイリング（株）　（株）傳刀組　コインランドリー木曽駒　フェリスクレール
（株）パパまるハウス　クワトロクオーレ　JANIS　（株）中島屋降籏米穀　（株）テンホウ・フーズ　降幡自動車（株）

GK 23
Kengo TANAKA

田中 謙吾
1989/12/30
186cm/78kg

GK 1
Tatsuya MORITA

守田 達弥
1990/08/03
191cm/87kg

Yasuharu SORIMACHI

反町 康治
1964/03/08

GK 16
Tomohiko MURAYAMA

村山 智彦
1987/08/22
184cm/78kg

GK 21
GOH Dong Min

ゴ ドンミン
1999/01/12
190cm/78kg

2019 ALL Players ※ 4/5 時点登録選手

MF 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg

MF 8
SERGINHO

セルジーニョ
1990/12/03
166cm/62kg

MF 13
Keiya NAKAMI

中美 慶哉
1991/09/23
177cm/69kg

MF 14
PAULINHO 

パウリーニョ
1989/01/26
177cm/77kg

DF 44
Kohei HATTORI

服部 康平
1991/04/04
188cm/80kg

DF 42
Ryo TAKAHASHI

高橋 諒
1993/07/16
171cm/68kg

DF 31
Yuya HASHIUCHI

橋内 優也
1987/07/13
175cm/72kg

DF 30
Yushi MIZOBUCHI

溝渕 雄志
1994/07/20
172cm/66kg

DF 33
Yuya ONO

大野 佑哉
1996/08/17
179cm/70kg

DF 34
JO Jin Woo

ジョ ジヌ
1999/11/17
189cm/81kg 

DF 36
Haruki MITSUDA
三ッ田 啓希
1997/12/22
189cm/83kg
※JFA・Ｊリーグ特別指定選手

DF 24
Masahiro NASUKAWA

那須川 将大
1986/12/29
177cm/72kg

DF 2
Nobuhisa URATA

浦田 延尚
1989/09/13
178cm/74kg

DF 18
Takefumi TOMA

當間 建文
1989/03/21
178cm/72kg

DF 15
EDUARDO

エドゥアルド
1993/04/27
184cm/84kg

DF 4
Masaki IIDA

飯田 真輝
1985/09/15
187cm/82kg

DF 3
Hayuma TANAKA

田中 隼磨
1982/07/31
174cm/64kg

DF 5
Tomoki IMAI

今井 智基
1990/11/29
178cm/78kg

MF 20
Taro SUGIMOTO 

杉本 太郎
1996/02/12
162cm/62kg

MF 17
Koki TSUKAGAWA

塚川 孝輝
1994/07/16
184cm/77kg

MF 22
Shusuke YONEHARA 

米原 秀亮
1998/04/20
184cm/72kg

MF 28
Ryuhei YAMAMOTO

山本 龍平
2000/07/16
172cm/64kg

MF 25
Yamato MACHIDA 

町田 也真人
1989/12/19
166cm/59kg

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg

SUPPORTERS
FW 19
Hiroki YAMAMOTO

山本 大貴
1991/11/15
178cm/70kg

FW 27
Itsuki ENOMOTO 

榎本 樹
2000/06/04
186cm/73kg

FW 11
Ryo NAGAI

永井 龍
1991/05/23
180cm/73kg

FW 7
Daizen MAEDA

前田 大然
1997/10/20
173cm/67kg

FW 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg

FW 10
LEANDRO PEREIRA

レアンドロ ペレイラ
1991/07/13
190cm/76kg

MF 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg

MF 35
Masaki MIYASAKA 

宮阪 政樹
1989/07/15
169cm/68kg




