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9.4 SAT 18:00 KICKOFF!

降格圏まで勝ち点差「1」 2位磐田に徹底抗戦を

ジュビロ磐田VS

Vol.14

　これ以上の敗戦は許されない、非常にシビアな状況だ。山雅は下位チー
ムとのシックスポイントゲームでまさかの2連敗。J3降格圏内まで勝ち点
差わずか1の18位と、極めて危険な状況に追い込まれている。降格枠が4
に拡大されている今シーズンの熾烈な生存競争を勝ち抜くためには、どの
チームが相手だろうと、したたかに勝ち点を積み上げていく必要がある。 
　そうした局面で迎える相手は、J2で2位と昇格争いを繰り広げている磐
田。今季は17勝5分5敗（勝ち点56）となっており、京都と激しい首位争い
を演じている。やはり攻守に質の高いタレントが多く、3－4－2－1の先頭
を務めるFWルキアンはリーグ得点ランキング2位となる13ゴール。さらに
大津祐樹、山田大記の2シャドーも決定的な仕事をする力があり、大津は5
得点、山田は7得点をマークしている。強力な前線のトライアングルに対し、
隙を見せずに守れるかどうかがまずはポイントとなるだろう。 
　中盤では元日本代表MF遠藤保仁が絶大な存在感を放つ。Jリーグ通

算709試合というキャリアを持つ41歳はゲームを巧みにコントロール。自
らFKも決めるなど、その輝きはいまだ色褪せない。山本康裕とのコンビで
ボランチを組み、ピッチ上の指揮官として君臨する。さらに、昨季山雅でプ
レーした鈴木雄斗も全27試合に出場。ユーティリティー性を発揮してさま
ざまなポジションで重宝されており、前節は3バックの右を務めた。 
　左右ウイングバックの松本昌也、小川大貴らも含めてどのポジションの
選手も高いクオリティーを誇る磐田。一時は8連勝をマークしたほか、主軸
を担っていたDF伊藤洋輝が海外移籍した後も穴を感じさせない快進撃を
見せている。対する山雅は組織の力で対抗しながら、粘り強く勝機をうか
がうことになるだろう。名波浩監督にとっては現役時代を長く過ごしただ
けでなく、監督も務めたクラブ。指揮官としては初めて磐田と対峙する「古
巣戦」で、チームを再浮上に導いていく。 
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位
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（
8
月
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日
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  得点ランキング  
鈴木 国友 6
佐藤 和弘 2
河合 秀人 2

他2名
 アシストランキング 
外山 凌 3
下川 陽太 2
前 貴之 2

 
  得点ランキング  
ルキアン 13
山田 大記 7
大津 祐樹 5

 アシストランキング 
松本 昌也 6
ルキアン 5
大森 晃太郎 4

他1名

シュート

タックル

クリア
インターセプト

パス

クロス

ドリブル
ゴール

・ホームスタジアム：ヤマハスタジアム
・クラブマスコット：「ジュビロくん」
 「ジュビィちゃん」
・監督：鈴木政一

予想フォーメーション予想フォーメーション 松本山雅 FC松本山雅 FCジュビロ磐田
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4
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5
小川大

50
遠藤

38
山本義

17
鈴木雄

3
大井

23
山本康
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鈴木14

阪野11

小手川28

佐藤38

常田43

宮部37

圍1星2

下川27

平川24

外山23

京都とのホームゲームが大雨のため中止となり、天皇杯G
大阪戦を挟んで中3日で迎えた一戦。山雅は終始ボールを
支配して優位にゲームを進めたものの、ゴール前であと一
押しが足りない。手をこまねいていると、75分に一瞬の隙
を突かれて失点。カウンター気味に自陣右からの突破を許
し、鮮やかなシュートでネットを揺らされた。以降も攻勢
を強めるが、最後までゴールを割れずに手痛い黒星。愛媛
に初のシーズンダブルを食らった。

キャプテンを任されている
ボランチ。長短のパスを自在
に操って攻撃を活性化させ
つつ、自らゴール前に侵入し
ていくシーンも多々ある。今
季これまで21試合に出場し
て2ゴールを挙げている。守
備時は精力的に汗をかき、危
険なエリアを埋めたりボー
ルを奪ったり。山雅は苦境に
立たされているが「下を向い
ても何も始まらないので、結
果が出ていなくても顔を上
げてやっていくしかない」と
決意を口にし、チームを力強
く牽引していく。

愛媛とのシックスポイントゲーム
押し込みながらも一撃に泣く

第26節
8月22日㈰ 18:00 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1 1

試合ダイジェスト

※スタッツは第27節終了時点のものです。

※ 2021JFA･Ｊリーグ特別指定選手　　＊＝ 2種登録

ジュビロ磐田 PICK UP PLAYER
MF38 佐藤 和弘

ジュビロ磐田

選手一覧

シュート

タックル

クリア
インターセプト

パス

クロス

ドリブル
ゴール

TEAM STATSVS

J2

GK 1 八田　直樹
GK21 杉本　大地
GK36 三浦　龍輝
GK37 アレクセイ コシェレフ
DF 3 大井健太郎
DF 5 小川　大貴
DF 6 伊藤　槙人
DF22 中川　　創
DF25 森岡　　陸
DF35 鈴木　海音
DF38 山本　義道
DF39 高野　　遼
DF41 加藤　智陽

FW19 三木　直土
FW27 吉長　真優
FW29 ファビアン ゴンザレス

MF 2 今野　泰幸
MF 8 大森晃太郎
MF10 山田　大記
MF14 松本　昌也
MF17 鈴木　雄斗
MF23 山本　康裕
MF28 鹿沼　直生
MF30 清田奈央弥
MF40 金子　翔太
MF50 遠藤　保仁
FW 4 大津　祐樹
FW 9 小川　航基
FW11 ル キ ア ン

本節はスタジアムグルメ（YamaGarden GourWin）の出店はございません
※スタジアム内での食事はできません。　※熱中症対策のため、ペットボトル飲料のみを場内で販売いたします。

※価格は全て税込です

YAMAGACamp
シェラカップ ¥1,300
 サイズ 
L170×W122×H45mm
（約95ｇ/330cc）
 素 材 
ステンレス鋼

2021松本山雅
オフィシャル
トレーディング
カード
（1パック5枚入）
 1パック/¥400
3パックお買い上げい
ただくごとに、スピー
ドくじにチャレンジ！
選手の直筆サイン入り
グッズや写真など豪華
景品が当たります！

ペンライトチューブ ¥500
※ ペンライト本体は別売りとなり
ます。
※ 本商品はブラインドパッケージ
のくじとなります。

RIVERS×YAMAGACamp
ウォールマグ ¥1,600
 サイズ 
約W90×D90×H130mm（300ml）
 素 材 
ポリプロピレン（カップ、フタ）/シリコー
ンゴム（フタ）
耐熱温度：150℃ 耐冷温度：－40℃

B席 S席SS席

A席

エキサイティングピッチシート

S席

ホ
ー
ム
自
由
席

ホ
ー
ム
自
由
席

B席

ゲート1
（再入場可）

再入場可

ゲ
ー
ト
２

カード販売カード販売

シャトルバス乗り場シャトルバス乗り場

総合案内所総合案内所

オンラインカフェトーク受付オンラインカフェトーク受付

クラブガンズ＆RAZUSOクラブガンズ＆RAZUSO

ゲート4

STADIUM GUIDE

 本日のイベント 

▲イベント
　情報

▲グッズ
　情報

▲スタジアム
　ガイド

◀グッズ販売所 ◀Yellステーション
　（ゴミ分別所） ◀AED設置場所 ◀ドリンク販売所

皆様の
ご来場を
お待ちして
います！

7・8 月度『エプソン 松本山雅FC月間MVP』授賞式
 実施時間  18：00頃　　 実施場所  ピッチ

外山凌選手
 「J2リーグ通算100試合出場達成」
記念セレモニー
 実施時間  18：00頃
 実施場所  ピッチ

PICK UP GOODS

YAMAGACamp
レジャーシート ¥1,800
 サイズ  約700×1,000mm バッグ付き
 素 材  マットOPP＋PEワリフ110g/m2

ウォッシャブルマスク
（スペユニ/FP/GK）No.12 各¥1,200
 サイズ  Kids・M・L
 素 材  ポリエステル92%、スパン8%

RIVERS×YAMAGACamp
ウォーターボトル ¥2,000
 サイズ 
高さ204mm×直径71mm（ストラッ
プ含む約100mm）（約125g/550ml）
 素 材 
飽和ポリエステル樹脂（ボトル本体）
／ポリプロピレン（フタ、スプラッシュ
ガード、リング）／シリコーンゴム（スト
ラップ）／ステンレス鋼（ピン）
耐熱温度：
100℃（ボトル本体）
140℃（フタ、スプラッシュガード）
耐冷温度：－40℃（ボトル本体、フタ、
スプラッシュガード）

再入荷！
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2021  Members

2021年9月3日現在

（株）マル井  あかはね内科神経内科医院  エンジニアリングシステム（株）  （株）井上  （株）はやしや  信州ビバレッジ（株）  JAあづみ  （株）信州グリーン  長野日報社  岡谷酸素（株）  富士物流（株）  松本大学  （株）アドソニック  （株）エムティードライブ
一之瀬脳神経外科病院  （株）デザイン計画  （株）アスピア  （株）マグナ  （株）マナテック  ネクストリンクス（株）  （株）那須屋興産  相澤病院  （株）しんえこ  北陽建設（株）  （株）河西精機製作所  （株）オーイケ  三菱電機（株）  （株）立石コーポレーション
共和観光（株）  （株）協和  医療法人 肛門外科 渡辺医院  （株）滝澤工務店  セコム上信越（株）  松南病院  臨空工業団地管理組合  （株）村瀬組  あづみ野テレビ（株）  （有）テトラ水工・三宝亭  （有）ワールドドリーム  新光商事（株）  （有）中部警備救助
もとき薬局  松本協立病院  （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）  長野ダイハツ販売（株）  日穀製粉（株）  （株）アイダエナジー  合同会社quod  （株）システム・サイエンス  長野県農協直販（株）  アルプス運輸建設（株）

（株）コーヨーテクノス  キリンビバレッジ（株）  （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  積水ハウス（株）  JA上伊那  （有）郷美興業  ガーデンヒルズ迎賓館・アルモニービアン  （株）傳刀組  （株）ヨシケイ信州
（株）サンプロ  コインランドリー木曽駒  あづみ野菓子工房 彩香  JANIS  （株）トリデンテ  （株）プラルト  （株）マルマツ  日立建機日本（株）北関東信越支社  （株）センデン  いそべ整形外科クリニック  （株）フレシード信州  （株）アイバワークス
Ｇ－ＴＯＯＬ（株）  山田建築設計室  （株）中島屋降籏米穀  （株）リッチエード  日本水産（株）  キッズ・ライフ・エンターテイメント（株）  降幡自動車（株）

MANAGER
Hiroshi NANAMI
名波 浩
1972/11/28

DF6
Kojiro SHINOHARA
篠原 弘次郎
1991/07/20
177cm/71kg

GK1
Kentaro KAKOI
圍 謙太朗
1991/04/23
190cm/90kg

MF7
Paulo Junichi TANAKA
田中 パウロ淳一
1993/10/23
169cm/68kg

DF2
Kyowaan HOSHI
星 キョーワァン
1997/06/25
184cm/80kg

MF8
Shuto KAWAI
河合 秀人
1993/10/01
170cm/62kg

MF 4
Akira ANDO
安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg
 副キャプテン 

FW11
Toyofumi SAKANO
阪野 豊史
1990/06/04
181cm/81kg

DF5
Takayuki MAE
前 貴之
1993/09/16
172cm/69kg
 副キャプテン 

DF13
Yuya HASHIUCHI
橋内 優也
1987/07/13
175cm/72kg

GK 21
Dong Min GOH
ゴ ドンミン
1999/01/12
190cm/78kg

MF28
Koki KOTEGAWA
小手川 宏基
1989/09/12
173cm/67kg

GK35
Shoma KANDA
神田 渉馬
2002/07/09
183cm/67kg

DF3
Hayuma TANAKA
田中 隼磨
1982/07/31
174cm/64kg

FW 9
LUCAO
ルカオ
1995/09/22
191cm/91kg

MF29
Kaiga MURAKOSHI
村越 凱光
2001/10/07
167cm/64kg

MF30
Manato YAMADA
山田 真夏斗
2001/05/31
181cm/64kg

FW32
Ayumu YOKOYAMA
横山 歩夢
2003/03/04
170cm/65kg

MF34
Taku INAFUKU
稲福 卓
2002/05/02
167cm/60kg

DF33
Yuya ONO
大野 佑哉
1996/08/17
179cm/70kg

DF37
Taiki MIYABE
宮部 大己
1998/10/16
178cm/70kg

MF38
Kazuhiro SATO
佐藤 和弘
1990/09/28
176cm/68kg
 キャプテン 

DF 44
Takato NONOMURA
野々村 鷹人
1998/05/13
183cm/78kg

FW 45
Kazuma YAMAGUCHI
山口 一真
1996/01/17
175cm/70kg

DF 43
Masato TOKIDA
常田 克人
1997/11/27
187cm/82kg

MF22
Shusuke YONEHARA
米原 秀亮
1998/04/20
184cm/72kg

MF23
Ryo TOYAMA
外山 凌
1994/07/29
177cm/69kg

MF24
Rei HIRAKAWA
平川 怜
2000/04/20
176cm/72kg

MF27
Yota SHIMOKAWA
下川 陽太
1995/09/07
178cm/70kg

FW 25
Itsuki ENOMOTO
榎本 樹
2000/06/04
186cm/73kg

 ※ 9/3 時点登録選手 

MF10
SERGINHO
セルジーニョ
1990/12/03
166cm/62kg

FW14
Kunitomo SUZUKI
鈴木 国友
1995/07/03
186cm/77kg

GK16
Tomohiko MURAYAMA
村山 智彦
1987/08/22
184cm/78kg

MF17
Genta OMOTEHARA
表原 玄太
1996/02/28
167cm/67kg

FW15
Sho ITO
伊藤 翔
1988/07/24
184cm/76kg

SUPPORTER


