
第40節

11.21SUN 14:00 KICKOFF!

残り3試合 我々に必要なのはただ、白星のみ

レノファ山口ＦＣVS

Vol.20

「松本市3Rでゼロカーボンマッチ」「松本市3Rでゼロカーボンマッチ」

　いよいよ正念場だ。シーズン残り3試合の大詰めに来て、山雅は相変わ
らず最下位に沈んでいる。J2残留圏内の18位までは勝ち点差5。決して小
さくないこの差を埋めて大逆転残留を果たすには、今節を皮切りに白星を
挙げ続けるのが絶対条件となる。興廃この一戦にあり。断固たる決意と覚
悟でピッチに立ち、9試合ぶりの白星を挙げなければならない。 
　そのためにはまず、脆弱な守備を改めて見直す必要があるだろう。甲府
との前節は前半にCKからの一撃でみすみす先制点を献上。その後は守勢
に回っても追加点を許さなかったが、終盤で一気にもろさが表れた。とも
に得点直後にあっさりゴールを奪われ、せっかくの勝機をフイにしてしまっ
たのだ。まずは81分、伊藤が同点弾を決めた後。相手キックオフの流れか
ら右サイドを破られ、最後は逆サイドから豪快なミドルを決められた。さら
に84分、阪野が18試合ぶりゴールを決めた直後。またしても右サイドのク
ロスから勝ち越しゴールを許した。 

　ゴール前で体を張るのはもちろんだが、球際の強さやボールホルダーへのア
プローチ、背後のスペースをケアすることなどの基本事項を改めて徹底するこ
とが必要。もともと得点の直後はより警戒を強めなければいけない時間帯だ。
細部に至るまでルーズさを徹底的に排さなければ、決して白星はつかめない。 
　今節で迎える山口は10勝11分18敗の勝ち点41で14位となっている。J1
仙台を率いた渡邉晋監督を招いてスタートしたものの、第31節長崎戦を終
えた段階で指揮官が退任。ヘッドコーチの名塚善寛氏が後任を務めてリ
ーグ終盤戦を戦っている。 
　一時は残留レースの渦中にあったものの、琉球と大宮に連勝するなど5
試合負けなしとして危機を回避。もちろん残留が確定しているわけではな
いが、「危機感」という切り口からすれば山雅の方がより強く持っているこ
とは確かだろう。過去の対戦成績は山雅の2勝6分1敗。痛み分けが目立
つカードだが、今回ばかりは絶対に譲れない。 
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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 86 81 74 73 66 65 65 60 59 55 52 51 47 41 39 39 38 37 35 34 34 32
得失点 ＋32 ＋28 ＋25 ＋24 ＋23 ＋22 ＋11 ＋9 ＋8 ＋5 ＋6 －10 －6 －13 －15 －19 －5 －21 －24 －19 －27 －34順

位
表

（
11
月
14
日
時
点
）

  得点ランキング  
鈴木 国友 6
伊藤 翔 4
佐藤 和弘 3

他3名
 アシストランキング 
セルジーニョ 4
外山 凌 3
下川 陽太 3

  得点ランキング  
高井 和馬 6
草野 侑己 5
池上 丈二 4

 アシストランキング 
池上 丈二 5
石川 啓人 3
高木 大輔 3

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：維新みらいふスタジアム
・クラブマスコット：「レノ丸」
・監督：名塚善寛

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レノファ山口 FCレノファ山口 FC
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セルジーニョ10

高さと速さを兼ね備えた大
型センターバック。187セン
チの長身でスピードがある
好素材で、昨季途中に育成型
期限付き移籍で山雅に加入
した。完全移籍に移行した今
季も27試合に出場しており、
3バックの左で不動の存在感
を放つ。従来は経験値の少な
さなどからミスも散見され
たが、試合を重ねるごとに成
長。左足から繰り出す長短の
キックは目を見張る精度で、
攻撃の起点としても役割を
果たす。瀬戸際の一戦でも、
その真価を発揮したい。

得点直後の失点を2度も
勝機逃して甲府に黒星

第39節
11月14日㈰13:05 ＪＩＴ リサイクルインク スタジアム
ヴァンフォーレ甲府 VS 松本山雅FC

3 1前半0
2後半2 2

試合ダイジェスト

※スタッツは第39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

レノファ山口FCレノファ山口FC PICK UP PLAYER
DF43 常田克人

レノファ山口FCレノファ山口FC

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

GK17 吉満　大介
GK21 関　憲太郎
GK33 山田　元気
GK34 寺門　　陸
DF 2 菊地　光将
DF 3 ヘ　ナ　ン
DF 6 渡部　博文
DF13 楠本　卓海
DF15 川井　　歩
DF27 高橋　秀典
DF28 眞鍋　旭輝
DF41 桑原　海人
DF42 橋本　健人※

FW 9 岸田　和人
FW16 浮田　健誠
FW18 小松　　蓮
FW24 梅木　　翼
FW31 草野　侑己
FW38 河野　孝汰
FW43 大槻　周平

DF48 新保　海鈴
MF 5 佐藤健太郎
MF 8 佐藤　謙介
MF10 池上　丈二
MF11 島屋　八徳
MF14 澤井　直人
MF20 田中　　渉
MF26 神垣　　陸
MF29 田中　　陸
MF30 ヘ　ニ　キ
MF44 石川　啓人
MF46 高井　和馬
FW 7 高木　大輔

守備の課題が凝縮されたような90分間だった。前半にCK
の守備からヘッドを決められて先制を許す。80分、今度は
攻撃のCKで伊藤がねじ込んで同点としたが、相手キックオ
フの流れからあっさり勝ち越されて再びビハインド。それ
でも83分、今度は下川のクロスに阪野がヘッドで合わせて
2－2とする。しかしまたしても1分後、FKの流れからゴー
ルを割られた。甲府戦で2012年以来9年ぶりの黒星を喫し、
残り3試合で最下位のまま。
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ゲート3

ガーデンテラス

バックスタンドゲート4

メインスタンド

ゲート1
（再入場可）

再入場可

ゲ
ー
ト
２

モバイル事前
オーダーブース
モバイル事前
オーダーブース

総合
案内所
総合
案内所

3R（アンケート、パネル展示）3R（アンケート、パネル展示）
キリン生茶キャップ抽選会ブースキリン生茶キャップ抽選会ブース

喫茶山雅
キッチン
トレーラー

喫茶山雅
キッチン
トレーラー

キッズ
コーナー
キッズ
コーナー

3R（キッズリユース）3R（キッズリユース）

3R（ゴミ分別）3R（ゴミ分別）

3R（山雅グッズ回収）3R（山雅グッズ回収）

3R（フードドライブ）3R（フードドライブ）

鬼滅
ポスターB
鬼滅
ポスターB

鬼滅
ポスターA
鬼滅
ポスターA

ネバーギブアップフラッグ＆
バナー記入ブース
ネバーギブアップフラッグ＆
バナー記入ブース

ふわふわ
ゾーン
ふわふわ
ゾーン

ゲート4場外

軽トラ軽トラ

キャラバンカーキャラバンカー

松本市
ブース
松本市
ブース

クラブガンズ会員
来場ポイント交換ブース
クラブガンズ会員
来場ポイント交換ブース

山ガチャ＆ジャンボガラポン山ガチャ＆ジャンボガラポン

STADIUM GUIDESTADIUM GUIDE

 メインスタンド 

❻元祖 山賊❻元祖 山賊
元祖山賊焼 ¥700元祖山賊焼 ¥700

❸DOUBLE❸DOUBLE
　MOUNTAIN　MOUNTAIN
ホットドック ¥650ホットドック ¥650

14星空キッチン14星空キッチン
　　HAKUBA料理HAKUBA料理
　研究所　研究所
手作り弁当手作り弁当
 ¥1,000 ¥1,000

11駅そば11駅そば
　イイダヤ軒　イイダヤ軒
特大かき揚げそば特大かき揚げそば
 ¥550 ¥550

▲イベント
　情報

▲松本山雅FC
　公式LINE
　友達追加は
　コチラ

▲グルメ
　情報

▲グッズ
　情報

❷エイワ＆❷エイワ＆
　soraya　soraya
山賊バーガー山賊バーガー
 ¥600 ¥600

❺すずらんハウス❺すずらんハウス
駒ヶ根駒ヶ根
ソースかつ棒ソースかつ棒
 ¥400 ¥400

❼Authentic taste❼Authentic taste
ターメリックターメリック
本場南インドカレー ¥850本場南インドカレー ¥850

12やきそば12やきそば
よっちゃんよっちゃん
富士宮やきそば富士宮やきそば
 ¥600 ¥600

❾❾凌駕 movin’on凌駕 movin’on
煮干醤油ラーメン煮干醤油ラーメン
 ¥700 ¥700

15からあげビリー15からあげビリー
ビリーのからあげビリーのからあげ
 ¥500 ¥500

※価格は全て税込です

◀グルウィン
　（飲食ブース）

◀グッズ販売所

◀Yellステーション
　（ゴミ分別所）

◀AED設置場所

 ゲート4 

 ガーデンテラス 

➓➓番長番長
信州上田名物信州上田名物
「美味だれ焼き鳥®」「美味だれ焼き鳥®」
 ¥600 ¥600

 ゲート4場外 

STADIUM GOURMETSTADIUM GOURMET PICK UP GOODSPICK UP GOODS バックスタンド 

 ゲート3 

詳細は
コチラ
 ▶

13Dolce ViVi13Dolce ViVi
信州はちみつ信州はちみつ
クレープクレープ
 ¥400～ ¥400～

※ 本商品は2021年9月末※ 本商品は2021年9月末
時点の所属選手で構成時点の所属選手で構成
されています。されています。

不織布マスク不織布マスク（50枚入り）（50枚入り）    ¥2,200¥2,200
 サイズ  175×95㎜175×95㎜
 素 材   
本体・フィルター部：ポリプロピレン ノー本体・フィルター部：ポリプロピレン ノー
ズフィッター：ポリエチレン 対象：かぜ・ズフィッター：ポリエチレン 対象：かぜ・
花粉・微粒子等 原産国：日本 ※PM2.5花粉・微粒子等 原産国：日本 ※PM2.5

オーロラオーロラ
キーホルダーキーホルダー
¥300¥300

❹バーデン・バーデン❹バーデン・バーデン
ソーセージ3種盛ソーセージ3種盛
 ¥650 ¥650

こちらから
モバイル事前
オーダーを
受け付けて
います！

❶～❹❶～❹

❺・❻❺・❻

❾~11❾~11

❼・❽❼・❽

13～1513～15

1212

❽安曇野小町❽安曇野小町
肉スタ丼肉スタ丼
 ¥650 ¥650

2022卓上カレンダー2022卓上カレンダー
  ¥1,000¥1,000
 サイズ  
W182㎜×H128㎜W182㎜×H128㎜
表紙含。2021年12月～表紙含。2021年12月～
2022年12月2022年12月

2022壁掛けカレンダー2022壁掛けカレンダー
 ¥1,500 ¥1,500
 サイズ 
A3（W420㎜×H305㎜）A3（W420㎜×H305㎜）
表紙含。2021年11月～表紙含。2021年11月～
2022年12月2022年12月

「３R」に関するアンケートに御協力ください「３R」に関するアンケートに御協力ください
アンケートにご協力いただいた先着100名様に松本市アンケートにご協力いただいた先着100名様に松本市
マスコットキャラクターアルプちゃん×松本山雅FCオマスコットキャラクターアルプちゃん×松本山雅FCオ
フィシャルマスコットガンズくん オリジナルバンブーエフィシャルマスコットガンズくん オリジナルバンブーエ
コカトラリーをプレゼントします。コカトラリーをプレゼントします。

❶喫茶山雅❶喫茶山雅
山口一真選手山口一真選手
プロデュースプロデュース
「一真のhizanaore「一真のhizanaore
鶏なんこつ入り鶏なんこつ入り
つくね丼」 ¥1,000つくね丼」 ¥1,000



2021  Members

2021年11月20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

MF36
Sho SUMIDA
住田 将
1999/08/19
181cm/73kg
 2021年 JFA・Jリーグ特別指定選手 

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

 ※ 11/20 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


