
中2日で再び上位を迎える一戦 心を緑色に燃やせ
　一難去って、また一難――。今の山雅を表すのに、これ以上ふさわしい
慣用句もなかなかないだろう。磐田とのホームゲームを終え、中2日で再び
京都戦。豪雨で中止となった8月14日のゲームの代替開催だ。結果的に
は、J1昇格を争うトップ2チームと過密日程の中で戦わなければいけない
シチュエーション。両方ともホームなのが唯一の救いだが、首位・京都から
勝ち点を奪うのであれば極限までタフに戦う必要がある。
　もちろん、相手は手ごわい。４－３－３の陣形で「ハンティング・フットボ
ール」を実践。左右ウイングの松田天馬、武富孝介ら実力の確かな面々が
前線から精力的にプレスをかけ、人数をかけた攻撃でゴールを脅かしてく
る。フィニッシャーとして警戒したいのは、ピーターウタカ。37歳を迎えて
なお衰え知らずのストライカーは、26試合消化時点で14ゴールを挙げ、得
点ランキング１位とチームを牽引する。
　東京ヴェルディ戦もウタカが決定的な仕事をした。前半、最終ラインに

対応ミスが出て敵陣最奥部からのロングカウンターで先手を取られる。し
かし55分。ハーフウェーライン付近の自陣でボールを受けたウタカがドリ
ブルで敵陣を切り裂くと、そのまま豪快にシュートを突き刺した。すると60
分。左CKがファーに流れたところで、ヨルディバイスが蹴り込んで逆転に
成功した。さらに67分、新加入FWイスマイラが自ら奪取してからのショー
トカウンターを完結させた。
　失点も26試合を終了時点でリーグ最少の18となっており、負けなしの
期間は６試合連続クリーンシートを記録。琉球、山形、新潟と得点力に定
評のある相手もシャットアウトした。守備への切り替え意識が高く、突破
されてもバイスと麻田将吾のセンターバック陣を軸に攻撃を寸断。ゴール
までには幾重にも張り巡らされた警戒網を突破する必要がある。セットプ
レーの一撃も明暗を分ける可能性があるだろう。麻田は安曇野市出身の
センターバック。今季はバイスと組んで23試合に出場している。
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第25節

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
勝点 59 57 51 51 48 48 47 46 40 37 37 34 34 29 29 27 26 25 25 24 24 23
得失点 ＋19 ＋21 ＋21 ＋15 ＋19 ＋15 ＋6 ＋12 ＋10 ＋1 －6 －1 －4 －10 －12 －12 －9 －18 －25 －17 －19 －6順

位
表

（
9
月
4
日
時
点
）

  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  
ピーター ウタカ 14
ヨルディ バイス 5
松田 天馬 4

他1名
 アシストランキング 
ピーター ウタカ 9
武田 将平 6
飯田 貴敬 5

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：サンガスタジアム by KYOCERA
・クラブマスコット：「パーサくん」「コトノちゃん」
・監督：曺 貴裁

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京都サンガF.C.京都サンガF.C.

34
若原

17
荻原

2
飯田

23
ヨルディ バイス

24
川﨑

31
福岡

7
武富

16
武田

19
麻田

4
松田

9
ピーター ウタカ

鈴木14

伊藤15

セルジーニョ10

佐藤38

常田43

宮部37

圍1星2

表原17

下川27

平川24

魂を緑に染めるブラジル人
アタッカー。2017年に加入
して以降、J2優勝やJ1での
奮戦などクラブの歴史とと
もに歩んできた。小柄ながら
も足元の技術に長けており、
敵陣深くでシュートやラス
トパスなど決定的な仕事を
するのが持ち味。今季当初は
大邱FC（韓国）でプレーし
ていたが契約を解除し、再び
愛着のある山雅へ。選手や監
督の顔ぶれは変わったが、
「たくさんコミュニケーショ
ンを取って現状を変えたい」
と適応を急ぐ。

大宮との大一番
攻守に歯車噛み合わず0－4完敗

第27節
8月29日㈰19:00  ＮＡＣＫ５スタジアム大宮 
大宮アルディージャ VS 松本山雅FC

4 1前半0
3後半0 0

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

京都サンガF.C. PICK UP PLAYER
MF10 セルジーニョ

京都サンガF.C.

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 福島　春樹
GK21 清水　圭介
GK26 太田　岳志
GK34 若原　智哉
DF 2 飯田　貴敬
DF 5 黒木　恭平
DF 6 本多　勇喜
DF15 長井　一真
DF17 荻原　拓也
DF19 麻田　将吾
DF23 ヨルディ バイス
DF28 冨田　康平
DF41 白井　康介

MF32 上月壮一郎
MF33 三沢　直人
MF40 田中　和樹
FW 9 ピーター ウタカ
FW13 宮吉　拓実
FW18 野田隆之介
FW20 李　　忠成
FW39 イスマイラ

※

DF46 森脇　良太
MF 4 松田　天馬
MF 7 武富　孝介
MF 8 荒木　大吾
MF10 庄司　悦大
MF11 曽根田　穣
MF14 中川　寛斗
MF16 武田　将平
MF24 川﨑　颯太
MF25 中野　桂太
MF27 山田　楓喜
MF29 中野　克哉
MF31 福岡　慎平

極めてショッキングな90分間だった。J2残留を争う大宮
との直接対決。プレスがはまらず自由にボールを支配され、
33分に先制を許す。さらに後半開始直後にも素早いカウン
ターで2点目を失った。ハーフタイムでセルジーニョを投
入し、いざ反撃を期した直後の失点。この一撃でくじかれ、
以降も攻勢を強めようと試みるもハマらないまま。シュー
ト数5本の0－4で、大宮に3月以来となるホーム白星を献
上した。

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

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

シャトルバス乗り場シャトルバス乗り場

総合案内所（迷子・落し物）・
クラブガンズ＆RAZUSO
総合案内所（迷子・落し物）・
クラブガンズ＆RAZUSO

ゲート4

STADIUM GUIDE

▲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

皆様の
ご来場を
お待ちして
います！

PICK UP GOODS

缶バッジ（2個セット） ¥300
当たり券が出たら、ガンズくんverの
“特大缶バッジ”をプレゼント!!
※ 当たり券の引き換えは当日のみ有
効となります。

アクリルフォトフレーム ¥2,500
 サイズ  W200mm×H140mm　　 素材  アクリル、鉄

◀ドリンク販売所

本節は長野県「命と暮
らしを救う集中対策
期間」に対する協力
要請を受け、当初の
予定からイベント内容
を変更しております。

LEDシリコンブレス ¥800
 サイズ 
65×55mm
 素材他  
素材：ABS樹脂シリコン
電池：ボタン電池『CR2016×2個』
※ 電池交換には機密ドライバーが必要
となります。
最長連続時間： 約16時間
※ 使用方法によって時間は前後する可
能性があります。

ペンライト（グリーン）
 ¥1,500
 サイズ 
全長25cm
 素材他  
持ち手部分：ABS、点灯部分：PP
連続点灯時間：約3～6時間
対象年齢：12歳以上

ナイトゲームはアル
ウィンを

『Green star nig
ht』に！

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。
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2021  Members

2021年9月6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

 ※ 9/6 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


