
第42節

12.5 SUN 13:00 KICKOFF!

今季ラストゲーム 最後は白星で

V・ファーレン長崎VS

Vol.21

　なんのために戦うのか――。
　悪戦苦闘が続いた2021シーズンも、今節がラストゲーム。前節・相模原
戦でドローに終わった山雅は、他会場の結果を受けてJ3降格が確定してし
まった。Jリーグ参入10年目にして初めての事態。山雅にまつわる全ての人々
に、大きなダメージを負わせてしまった。現在も10試合勝ちなし。それでも、
最後は白星で締めくくりたい。もちろんまたこの舞台に戻ってくるのは大前
提だが、当面のJ2ラストゲーム。戦いの終幕を見届けようと集めってくれた
サポーターにせめてもの恩返しをするため、プライドを示して終わりたい。
　ただ、相手は非常に厄介な難敵だ。V・ファーレン長崎。今季は22勝9分
10敗（勝ち点75）で、すでに1試合を残して４位が確定している。最終盤ま
でJ1昇格の磐田と京都の2強を追って白星を積み重ね続けたものの、一歩
及ばず。可能性がついえた状態で迎えた前節のホーム最終戦は、岡山に
0‒1で不覚を取った。

　今季の長崎もまた、J1復帰という目標を掲げてわずかに及ばなかった。
当初は吉田孝行監督が指揮を執っていたものの思うように勝ち星を挙げ
られず、11位となった第11節を終えた段階で解任。後任に就いた松田浩
監督はディフェンスの構築に定評があり、個の能力が高い面々に対して組
織的な守備を伝授し、瞬く間に立て直した。以降は白星続きでV字回復を
遂げ、昇格レースに食い込んでいた。
　面々が豪華だ。「山雅キラー」の異名を取るFW都倉賢には前回対戦時も
豪快なヘディングで決勝点を決められており、第38～40節は3試合連続ゴ
ール。現在はチーム3番目の7得点となっている。ちなみにチーム得点王は
15ゴールのブラジル人FWエジガルジュニオ。しかし第36節水戸戦を最後
にベンチ入りしていない。2番目は９ゴールのFW植中朝日。JFAアカデミー
からプロ入りして2年目で、彗星のように現れてブレイクしたストライカーだ。
こうした面々に十分過ぎるほどの警戒を払い、格上から白星をもぎ取りたい。
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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 88 83 79 75 69 68 65 63 62 59 58 55 47 45 42 41 40 39 38 35 34 34
得失点 ＋32 ＋28 ＋27 ＋24 ＋24 ＋23 ＋8 ＋10 ＋9 ＋6 ＋9 －7 －11 －13 －14 －19 －21 －7 －18 －27 －29 －34順

位
表

（
11
月
28
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  
エジガル ジュニオ 15
植中 朝日 9
都倉 賢 7

 アシストランキング 
毎熊 晟矢 10
カイオ セザール 5
加藤 聖 4

他2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：トランスコスモススタジアム長崎
・クラブマスコット：「ヴィヴィくん」
・監督：松田 浩

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 FCV・ファーレン長崎V・ファーレン長崎

1
富澤 橋内13

15
加藤聖

16
毎熊

25
新里

26
二見

6
カイオ セザール

23
米田

28
Wハット

22
鍬先

27
都倉

13
加藤大

外山23

佐藤38

常田43

宮部37

前5

圍1

ルカオ9

安東4

伊藤15

セルジーニョ10

最終ラインを束ねるディフェ
ンスリーダー。持ち前の危機
察知能力と戦術眼を生かした
コーチングでピンチを未然に
防ぎ、要所ではしっかり体を
張ってゴールを死守する。在
籍５年目を終えようとしてい
る古株で思い入れも強く、ケ
ガ続きだった今季の自身につ
いて反省が先行。「勝つには
かなりの労力が必要になって
くるし、年間を通して失点が
多い。勝つためには安定した
ゲーム運びが必要だった」と
振り返り、最終節でそれを体
現する。

土壇場で追い付くもドローどまり
クラブ初のJ3降格

第41節
11月28日㈰13:00 相模原ギオンスタジアム
SC相模原 VS 松本山雅FC

1 0前半0
1後半1 1

試合ダイジェスト

※スタッツは第41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

V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 PICK UP PLAYER
DF13 橋内優也

V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎

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 富澤　雅也
GK21 高木和　徹
GK30 徳重　健太
GK31 原田　　岳
DF 3 亀川　諒史
DF 4 フ レ イ レ
DF15 加藤　　聖
DF16 毎熊　晟矢
DF23 米田　隼也
DF24 江川　湧清
DF25 新里　　亮
DF26 二見　宏志
MF 6 カイオ セザール

FW18 山崎　亮平
FW27 都倉　　賢
FW32 ビクトル イバルボ
FW33 植中　朝日

MF 8 磯村　亮太
MF10 ル　ア　ン
MF13 加藤　　大
MF14 名倉　　巧
MF17 秋野　央樹
MF19 澤田　　崇
MF20 大竹　洋平
MF22 鍬先　祐弥
MF28 ウェリントン ハット
MF34 五月田星矢
MF35 安部　大晴
FW 7 エジガル ジュニオ
FW11 玉田　圭司

＊

必勝が求められた一戦。ルカオにボールを預けて厚みのある
攻撃を展開するが、手堅いディフェンスを崩せない。70分、
名波監督は田中パウロ、河合、阪野を一気に投入して勝負を
かける。それでもなおあと一歩のところでゴールを奪えずに
いると、90分にセットプレーから痛恨の被弾。90＋6分に
セルジーニョのFKが相手のオウンゴールを誘って同点とし
たが、1-1でタイムアップとなった。１時間遅くスタートし
た他会場の結果を受け、クラブ初のJ3降格が決まった。
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ガーデンテラス
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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

蟻ヶ崎高校書道部作品展示蟻ヶ崎高校書道部作品展示

ゆうちゃんを救う会募金ゆうちゃんを救う会募金

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

山雅グッズリユース山雅グッズリユース

山形村
ブース
山形村
ブース

塩尻市ブース塩尻市ブース

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

ふわふわ
ゾーン
ふわふわ
ゾーン

ゲート4場外

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 

12オクトパス12オクトパス
　ファイヤーズ　ファイヤーズ
大阪たこ焼 ¥500～大阪たこ焼 ¥500～

❸四川乃華❸四川乃華
上海風 焼きそば上海風 焼きそば
 ¥600 ¥600

❷Soco CAFÉ❷Soco CAFÉ
信州ジビエ信州ジビエ
バーガーバーガー
「馬鹿バーガー」「馬鹿バーガー」
 ¥600 ¥600

❼❼DONER KEBABDONER KEBAB
ドネルケバブ　¥500～ドネルケバブ　¥500～

➓➓肉のあづみ野屋肉のあづみ野屋
対戦チームご当地対戦チームご当地
牛串焼き 牛串焼き ¥¥時価時価

15ひだ15ひだ
　　コロッケ本舗コロッケ本舗
ひだコロッケひだコロッケ
 ¥250 ¥250

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

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

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

❽KURANO❽KURANO
ピタパンサンド・SPFポークピタパンサンド・SPFポーク
 ¥550 ¥550

※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 

 ゲート4場外 

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

❻❻グラン・シャリオグラン・シャリオ
　コンパニー　コンパニー
特製ブレンドオムそば特製ブレンドオムそば
 ¥600 ¥600

 ゲート3 

詳細は
コチラ
 ▶

13おやき高峯13おやき高峯
おやき単品各種おやき単品各種
 ¥250 ¥250

14旨肉キッチン14旨肉キッチン
とりもも一本揚げ ￥650とりもも一本揚げ ￥650

2021シーズン2021シーズン
サインタオルマフラー  サインタオルマフラー  ¥1,600¥1,600
 サイズ  20×110㎝20×110㎝
 素 材  綿100% 綿100%

ガンズくんのクリスマス缶バッジガンズくんのクリスマス缶バッジ
    ¥300¥300

マスコットイヤーマフマスコットイヤーマフ
（ガンズくん耳あて）（ガンズくん耳あて）
    ¥4,180¥4,180
 サイズ  
直径約10.5㎝直径約10.5㎝
（マスコット部分）（マスコット部分）
約35.5～52.5約35.5～52.5㎝㎝
（頭周り）（頭周り）
 素 材   
ポリエステル、ポリエステル、
ポリプロピレンポリプロピレン

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

ニュースパイラル presents RAZUSOexpress 特別版！ニュースパイラル presents RAZUSOexpress 特別版！
松本山雅FC U-15が出場を決めた「高円宮杯JFA第33回松本山雅FC U-15が出場を決めた「高円宮杯JFA第33回
全日本U-15サッカー選手権大会」に向けての壮行会を実全日本U-15サッカー選手権大会」に向けての壮行会を実
施します。施します。
 実施時間   11:45頃　　11:45頃　　 実施場所   ピッチ・大型ビジョンピッチ・大型ビジョン

2021明治安田生命J2リーグ　最終戦セレモニー2021明治安田生命J2リーグ　最終戦セレモニー
試合終了後にご来場いただいた皆様へ、神田社長・名波試合終了後にご来場いただいた皆様へ、神田社長・名波
監督・選手代表より今シーズンの応援に対し、御礼のご挨監督・選手代表より今シーズンの応援に対し、御礼のご挨
拶をさせていただきます。拶をさせていただきます。
 実施時間   試合終了後、準備整い次第試合終了後、準備整い次第
 実施場所   ピッチ・大型ビジョンピッチ・大型ビジョン

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12月4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

 ※ 12/4 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




