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　いざ、リベンジの刻だ。 
　今節の山雅がホームに迎えるのは愛媛FC。J2時代から対戦を重ねており、通
算戦績は6勝7分4敗。ドローが多いものの、数字上は山雅が勝ち越してはいる。
　しかしだ。4敗のうち3敗は、直近3試合。つまり愛媛戦は2021年から3
連敗中となっている。それまでは2012年の初対戦時に敗れたのを最後に
負け知らずだったが、一気に「苦手ムード」が出てきてしまっている。 
　前回対戦はアウェイに乗り込み、2－3。相手を褒めるしかないスーパ
ーゴールを叩き込まれるなどし、当時シーズン最多の3失点を喫した。昨
季はホームで圧倒的にボールを支配していたものの、カウンターのワン
チャンスでこれまた美麗なミドルを決められた。このように、ここ最近
の愛媛戦では“ゴラッソ”に泣いているのだ。 
　今回もまた同じ轍を踏むわけにはいかない。そもそも上位2チームを追
う待ったなしのリーグで、足踏みしていい理由はひとつもない。直近 2 試

合はクリーンシートで2連勝としており、鹿児島で4失点を喫したショッ
クから立ち直った。大野と常田だけでなく、3バック右に抜擢されている
野々村も奮戦。最後尾ではビクトルが睨みを効かせており、愛媛の攻撃
をシャットアウトしたい。 
　もう一つのリベンジは、自分たちに対してだ。讃岐を迎えた前節は、  
1－0で勝ちこそしたものの内容は低調そのものだった。セカンドボール
を拾えず、奪った後のボールを繋げず、決定機を生かし切れず。試合後
の会見で名波監督は怒りをあらわにし、取材に応じた選手たちも一様に
厳しい面持ちだった。この試合では994日ぶりにサンプロ アルウィンで声
出し応援が行われた日。初めて山雅の声援を受ける選手が大半で、空転
してか好パフォーマンスを出すことはできなかった。 
　続いてホームとなる今節は、同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。
シンプルに、タフに、アグレッシブに戦う姿勢を前面に押し出し、納得
の内容とともに勝ち点を手中に収めたい。そうやって得られた自信が、
熾烈なサバイバルレースを生き抜く糧となるはずだ。 

いざ愛媛戦 2つの「リベンジ」果たして3連勝を！
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AWAY TEAM PROFILE

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14
勝点 48 44 44 41 39 39 38 38 31 28 24 23 23 21 19 19 18 14 39
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●ホームスタジアム：ニンジニアスタジアム
●監督：石丸 清隆
●マスコット：「オ～レくん」「たま媛ちゃん」「伊予柑太」
●クラブ名の由来：愛媛県全域をホームタウンとする愛媛FC。県
民の皆様に夢・感動・希望を与えられるチーム、そして愛される
チーム作りを目指すべく、ホームタウン名を入れたシンプルかつ
馴染み深いチーム名とした。

SCORE RANKING
順位 得点 名前 所属チーム

1 11 有田 光希 鹿児島ユナイテッドFC

2 10 米澤 令衣 鹿児島ユナイテッドFC

3 9 横山 歩夢 松本山雅FC

9 藤岡 浩介 FC岐阜

9 中川 風希 FC今治

4 8 高橋 潤哉 福島ユナイテッドFC

8 岩渕 弘人 いわきFC

8 久保 藤次郎 藤枝MYFC

8 横山 暁之 藤枝MYFC

TEAM STATS
1.5（ 4 ） ゴール 1.4（ 7 ）
11.2（ 7 ） ドリブル 10.8（10）
14.2（13） クロス 15.3（11）
417.4（12） パス 348.3（17）
1.2（17）インターセプト 1.2（16）
27.8（ 1 ） クリア 27.1（ 2 ）
15.5（18） タックル 20.0（ 5 ）
9.7（ 9 ） シュート 10.8（ 5 ）

※試合平均値。（　）内はリーグ順位
※第22節終了時点

MATCH SCHEDULE
第24節 9月10日㈯17：00 福島ユナイテッドFC とうほう・みんなのスタジアム

第25節 9月18日㈰14：00 ガイナーレ鳥取 サンプロ アルウィン

第26節 9月25日㈰15：00 Y.S.C.C.横浜 サンプロ アルウィン

第27節 10月2日㈰13：00 アスルクラロ沼津 愛鷹広域公園多目的競技場

第28節 10月9日㈰14：00 藤枝MYFC 藤枝総合運動公園サッカー場

第29節10月15日㈯14：00 FC岐阜 サンプロ アルウィン

第30節10月23日㈰13：00 FC今治 ありがとうサービス．夢スタジアム

第31節10月30日㈰13：05 AC長野パルセイロ サンプロ アルウィン

第32節 11月6日㈰14：00 カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場

第33節11月13日㈰13：05 テゲバジャーロ宮崎 ユニリーバスタジアム新富

尻上がりに調子を上げてきた、不屈のエアバトラー
だ。身長183センチで空中戦の強さが持ち味。先発に
抜擢された第21節北九州戦では、浮き球の競り合い
にことごとく勝っただけでなく、FKに合わせて決勝
点のアシストもマークした。最近はウェブ上に文章を
公開。「書いて発信することで自分にプレッシャーを
かけているし、自分に問いかけるためにも始めた」の
だという。今節の後は、「3連勝」の報告を期待したい。

積極性を持ち味とする左利きのサイド
バック。2019年夏～20年は山雅に在
籍し、17試合に出場した。昨季から愛
媛でプレー。直近の試合は出場機会を
勝ち取っており、第20節鳥取戦では4
年ぶりのゴールを決めた。

愛媛県松山市

PICK UP PLAYER

×

J3

GK 1 徳重　健太
GK21 黒川　雷平
GK31 板橋　洋青
GK36 辻　　周吾
GK45 牧口　一真
DF 2 鈴木　大誠
DF 3 西岡　大志
DF 4 栗山　直樹
DF 5 前野　貴徳
DF15 大城　　蛍
DF23 三原　秀真

＊

MF11 近藤　貴司
MF13 岩井　柊弥
MF16 田中　裕人
MF17 茂木　駿佑
MF20 矢田　　旭
MF24 佐藤　　諒
MF48 行友　翔哉
FW14 吉田眞紀人
FW18 進　　昂平
FW22 松田　　力
FW49 大澤　朋也

＊

DF27 高木　利弥
DF33 小川　大空
DF37 森下　怜哉
DF39 内田　健太
DF46 森脇　良太
DF47 新田　羽海
MF 6 佐々木　匠
MF 7 横谷　　繁
MF 8 忽那　喬司
MF 9 前田　凌佑
MF10 小原　基樹

＊

対戦相手のホームタウンを知ろう！

第23節 松本山雅FC

選手一覧（2022年9月1日時点）

予想フォーメーション

※ 2022JFA･Ｊリーグ特別指定選手
＊ 2種登録

野々村 鷹人
Takato NONOMURA

高木 利弥
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松山市は、愛媛県のほぼ中央にある松山平野に位置しています。明治 6年愛媛県庁
が設置され、県都となり、明治22年12月15日市制を施行以来、政治・経済の中心都
市として成長し、また、俳人正岡子規をはじめ、多くの文人を輩出するなど地方文
化の拠点としての役割を果たしてきました。昭和20年、市街地の大部分を戦災によ
り焼失しましたが、今日では総合的な都市機能を備え、平成12年 4 月には中核市へと
移行し、平成17年 1 月には北条市・中島町と合併し四国初の50万都市となりました。

出典：松山市公式ホームページ／松山市公式観光WEBサイト

©J.LEAGUE

相手チーム
警戒プレイヤー DF27

愛媛FC

 観光　道後温泉
日本最古といわれる道後温泉
は、市民をはじめ、国の内外か
らも多くの人が訪れる、松山
市を代表する観光地です。国
の重要文化財に指定された
「本館」と、平成29年にオー
プンした「別館 飛鳥乃湯泉」、
そして市民に親しまれる「椿
の湯」の個性豊かな3つのお湯
があります。

 グルメ　鯛めし
愛媛県の代表的な郷土料理「鯛めし」。県の中ほど
に位置する中予地方の「北条鯛めし」と、南側であ
る南予地方の「宇和島鯛めしⓇ」の二種類がよく
知られています。 中予や東予地方では、一匹丸ごと
焼いた新鮮な鯛を、ふっくらご飯と一緒に豪快に
炊き込むのに対し、南予地方で
は、鯛のお刺身をのせ、特製の
タレと生卵、ゴマやきざみねぎ
などの薬味を混ぜたものを温
かいご飯にかけていただきます。

▲松山市内を走る「坊ちゃん列車」。松山市は夏目漱石のゆかりの地として有名。
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松本山雅FC　声出し応援ガイドライン

みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます

【声出し応援エリア】 
・ホーム自由席（南ゴール裏のみ）
　【ホーム自由席シーズンパス保持者のみ】
・アウェイ自由席（北ゴール裏）

座席：テープのついている座席には座らないようにお願いします。
立見席：柵の間に 1人づつ立っての応援をお願いします。

※声出し応援エリアへの立ち入りは対象エリ
アのシーズンパス・チケット保持者に限り
ます。シーズンパス保持者からの「リセー
ル購入」や「譲渡」のチケット及び、購入
したチケット、各種招待券では、【声出し応
援エリア】ホーム自由席南ゴール裏への入
場ができません。

※声出し応援エリア以外の場所では声出し応援はできません。

【声出し応援エリアでの応援】 
・声出しをする際は、不織布マスクを着用し、他
者との間に身体的距離を確保する。

・声出し応援時は、原則ピッチ方向を向いてくだ
さい。

※ピッチ方向を向かずに応援する人（コールリー
ダー）の周辺は 2 m四方の身体的距離を確保が
必要なため、テープで座席を多く確保しています。

【声出し応援エリアでの飲食】 
・水、ソフトドリンク、食事の持ち込みは可能
です。
・試合中はエリア内での食事はできません。（飲
み物は可）

・飲食中は会話・発声をつつしみ、飲食後は速や
かにマスクを着用してください。

【声出し応援エリアでの禁止事項】 
・座席の移動（スタンド前方へ移動し選手に声
をかける、間隔を空けず前後左右の他者に近
づく、間隔を空けず隣に座る、肩を組む 等）
・アルコール飲料の持ち込みはできません。

【声出し応援エリア―その他】 
・観戦者本人以外の座席の確保はできません。
　後から来る方の為に席を確保する行為はおや
めください。

・上記禁止事項の確認等のため、巡回およびお声
がけさせていただく場合がございます。

・ 8月27日㈯讃岐戦、 9月 3日㈯愛媛戦の 2試合
で様々な検証を行い、その後の試合運営に活か
していきます。

・当日ご着席されたお座席の情報入力をお願いし
ています。試合会場内やマッチデープログラム
にも着座登録のQRコードをご用意しておりま
すので、そちらもご利用頂き、ご登録をよろし
くお願いします。

2022ホームゲーム
着座登録はコチラから▶
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シャトルバス乗り場

B席

ゲート3

ゲート1
（再入場可）

再入場可

ゲ
ー
ト
２

 ❸ガンズくんひろば  ❹バックスタンド 

 ❻ガーデンテラス 

 ❺ゲート3 

グッズ
情報▶

STADIUM GOURMET

▲イベント
　情報

◀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

STADIUM GUIDE

▲グルメ情報

未来の山雅戦士は君だ！スクール生募集中！

HG運営ボランティアTEAM VAMOS募集中！
クラブガンズに入会してチームを応援しよう！

感染症拡大防止のため今日の座席番号を必ずご記録ください
共に新しい未来を創りましょう。スポンサー募集中！

※価格は全て税込です

せせらぎ
山女魚園
やまめ串焼
 ¥500

DONER KEBAB
ドネルケバブ ¥600～
（学割¥500）～

PICK UP GOODS

肉のあづみ野屋
対戦チーム
ご当地牛串焼き  時価

凌駕movin’on
煮干醤油ラーメン
 ¥700

安曇野小町
ローストビーフ丼 ¥1,000

 本日のイベント 

やきそば
よっちゃん
富士宮やきそば
 ¥600

グラン・シャリオ コンパニー
黄金鶏の唐揚げ ¥600

ひだ
コロッケ本舗
手作り飛騨牛
コロッケ
 ¥300

すずらんハウス
すずらん
ソフトクリーム
¥400

旨肉キッチン
鶏もも素揚げ ¥650

Dolce ViVi
ロイヤルセレクト
ソフトクリーム
 ¥400～

見て、体験して学ぼう！
電気・水道
 場所  ガンズくんひろば
 時間  15:00～18:00

長野県企業局長
須藤俊一様 ご挨拶
 場所  ピッチ
 時間  17:05頃

長野県企業局設立60周年記念「CO2フリーマッチ」

駅そば イイダヤ軒
手作り特大かき揚げそば
 ¥600

 ❶メインスタンド 

 ❷ゲート4 

オクトパス
ファイヤーズ
大阪たこ焼
 ¥500～

Soco CAFÉ
信州ジビエバーガー
「馬鹿バーガー」 ¥600

四川乃華
上海焼きそば ¥700

バーデン・バーデン
ソーセージ3種盛
 ¥700

❶

❻
❷

❸
❹ ❺

ペンライトチューブ ¥500

RIKOBO’S
FOOD TRUCK
ローストビーフ丼
 ¥1,000

喫茶山雅
ビクトル選手プロデュース
ビクトルの魂！
ペンネ入りガスパチョ ¥750

2022松本山雅FC
オフィシャルトレーディングカード
 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！
※カード記載内
容、所属は2022年
5月29日現在の
ものです。移籍
した選手も封入
されております。

※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。

ガンズくん×一平くん
フェイスタオル ¥2,000
 サイズ  800×340㎜　 素材  綿

愛媛戦
限定

café
SENRI
愛媛／オレンジ
スウィートバニラ　¥600

カードホルダー
（エンブレム）
¥1,900
 サイズ 
W185×H223×D30㎜
 素 材 
表紙…コート紙/110㎏、
見返し…色上質特厚 藤色、プラリング
2穴（白色）

クラブガンズ会員受付

カードフェスタ

モバイル事前オーダーブース　

総合案内所

ガンズくん
ひろば

ふわふわ

愛媛FC
グッズ販売

オンテック

農業PJ
水道資材展示

給水車
MIRAIオリオン

ろ過実験
クラリティ

喫茶トレーラー

イオンブース

長野県企業局ブース

「ALLWIN ALWIN 全勝守」販売

RAZUSO受付

キッズ
スペース

明治安田生命J LEAGUE
みんなの健活ウォークブース

かえる
まつり

ソーラーカー
工作体験・
ジオラマ展示



松本山雅FC　声出し応援ガイドライン

みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます

【声出し応援エリア】 
・ホーム自由席（南ゴール裏のみ）
　【ホーム自由席シーズンパス保持者のみ】
・アウェイ自由席（北ゴール裏）

座席：テープのついている座席には座らないようにお願いします。
立見席：柵の間に 1人づつ立っての応援をお願いします。

※声出し応援エリアへの立ち入りは対象エリ
アのシーズンパス・チケット保持者に限り
ます。シーズンパス保持者からの「リセー
ル購入」や「譲渡」のチケット及び、購入
したチケット、各種招待券では、【声出し応
援エリア】ホーム自由席南ゴール裏への入
場ができません。

※声出し応援エリア以外の場所では声出し応援はできません。

【声出し応援エリアでの応援】 
・声出しをする際は、不織布マスクを着用し、他
者との間に身体的距離を確保する。

・声出し応援時は、原則ピッチ方向を向いてくだ
さい。

※ピッチ方向を向かずに応援する人（コールリー
ダー）の周辺は 2 m四方の身体的距離を確保が
必要なため、テープで座席を多く確保しています。

【声出し応援エリアでの飲食】 
・水、ソフトドリンク、食事の持ち込みは可能
です。
・試合中はエリア内での食事はできません。（飲
み物は可）

・飲食中は会話・発声をつつしみ、飲食後は速や
かにマスクを着用してください。

【声出し応援エリアでの禁止事項】 
・座席の移動（スタンド前方へ移動し選手に声
をかける、間隔を空けず前後左右の他者に近
づく、間隔を空けず隣に座る、肩を組む 等）

・アルコール飲料の持ち込みはできません。

【声出し応援エリア―その他】 
・観戦者本人以外の座席の確保はできません。
　後から来る方の為に席を確保する行為はおや
めください。

・上記禁止事項の確認等のため、巡回およびお声
がけさせていただく場合がございます。
・ 8月27日㈯讃岐戦、 9月 3日㈯愛媛戦の 2試合
で様々な検証を行い、その後の試合運営に活か
していきます。
・当日ご着席されたお座席の情報入力をお願いし
ています。試合会場内やマッチデープログラム
にも着座登録のQRコードをご用意しておりま
すので、そちらもご利用頂き、ご登録をよろし
くお願いします。

2022ホームゲーム
着座登録はコチラから▶

2022 Members
 ※ 9/2 時点登録選手 

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

3
DF

Akira ANDO
安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg

4
MF

Riku NAKAYAMA
中山 陸
2001/01/22
174cm/64kg

6
MF

Hiroshi NANAMI
名波 浩
1972/11/28

MANAGER

Michihiro YASUDA
安田 理大
1987/12/20
173cm/75kg

11
DF

LUCAO
ルカオ
1995/09/22
191cm/91kg

9
FW

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

8
MF

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

7
MF

PAULINHO
パウリーニョ
1989/01/26
177cm/79kg

14
MF

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

13
DF

Yusuke KIKUI
菊井 悠介
1999/09/17
173cm/73kg

15
FW

Haruki MITSUDA
三ッ田 啓希
1997/12/22
189cm/83kg

28
DF

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

16
GK

Takuma HAMASAKI
浜崎 拓磨
1993/02/17
175cm/70kg

20
DF

Ren KOMATSU
小松 蓮
1998/09/10
183cm/77kg

19
FW

VICTOR
ビクトル
1989/04/21
191cm/85kg

21
GK

Jiyo NINOMIYA
二ノ宮 慈洋
2003/11/10
190cm/73kg

27
DF

Masaya YOSHIDA
吉田 将也
1996/10/10
178cm/73kg

24
MF

Ryo TOYAMA
外山 凌
1994/07/29
177cm/69kg

23
MF

Kazuhiro SATO
佐藤 和弘
1990/09/28
176cm/68kg

26
MF

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

25
FW

SUPPORTER

No
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2022年9月2日現在

㈱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㈱ ㈱井上 ㈱はやしや 信州ビバレッジ㈱ 八十二銀行 長野日報社 岡谷酸素㈱ 富士物流㈱ ㈱アドソニック ㈱しんえこ 一之瀬脳神経外科病院 ㈱マグナ ㈱マナテック
ネクストリンクス㈱ ㈱デザイン計画 ㈱那須屋興産 JAあづみ ㈱日邦バルブ 相澤病院 北陽建設㈱ 長野ダイハツ販売㈱ 三菱電機㈱ ㈱オーイケ ㈱立石コーポレーション 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ ㈱サンリク ㈱滝澤工務店
セコム上信越㈱ 臨空工業団地管理組合 松南病院 ㈲ワールドドリーム ㈱ニチワ工業 ㈲中部警備救助 松本協立病院 ㈱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㈱ 松本大学 ㈱信州グリーン ㈱ダイワテック ㈱村瀬組
長野県農協直販㈱ アルプス運輸建設㈱ ㈱コーヨーテクノス 大和グラビヤ㈱ キリンビバレッジ㈱ ㈱アイバワークス タカオ㈱ 共和観光㈱ 新光商事㈱ リサーチパーク・クリニック ㈱王滝 もとき薬局 電算印刷㈱ 積水ハウス㈱ ㈱アイダエナジー
㈱傳刀組 ㈱サンプロ コインランドリー木曽駒 JANIS ㈱マルマツ 日立建機日本㈱長野支店 いそべ整形外科クリニック ㈱フレシード信州 山田建築設計室 日本水産㈱ あづみ野菓子工房 彩香 G-TOOL㈱ ㈱竹原重建 ㈲テトラ水工・三宝亭
㈱コンフォール ㈱中島屋降籏米穀 ㈱アスピア あづみ野テレビ㈱ 日穀製粉㈱ ㈱エンリージョン 降幡自動車㈱

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

39
DF

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

34
MF

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

32
FW

Yuya ONO
大野 佑哉
1996/08/17
179cm/70kg

33
DF

Manato YAMADA
山田 真夏斗
2001/05/31
181cm/70kg

30
MF

Haruto USUI
薄井 覇斗
1999/07/11
186cm/82kg

31
GK

Sho SUMIDA
住田 将
1999/08/19
181cm/73kg

36
MF

Shoma KANDA
神田 渉馬
2002/07/09
187cm/75kg

35
GK

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

37
DF

Mao HAMANA
濱名 真央
2000/09/08
174cm/64kg

38
MF

２
０
２
２

Ｊ
Ｆ
Ａ･

Ｊ
リ
ー
グ

特
別
指
定
選
手

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

44
DF

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

43
DF

Ryuhei YAMAMOTO
山本 龍平
2000/07/16
172cm/64kg

41
MF

Sora TANAKA
田中 想来
2004/11/11
174cm/71kg

42
FW

2
種
登
録

Hiroto MANAKA
眞中 裕都
2005/10/07
183cm/75kg

45
GK

2
種
登
録



松本山雅FC　声出し応援ガイドライン

みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます

【声出し応援エリア】 
・ホーム自由席（南ゴール裏のみ）
　【ホーム自由席シーズンパス保持者のみ】
・アウェイ自由席（北ゴール裏）

座席：テープのついている座席には座らないようにお願いします。
立見席：柵の間に 1人づつ立っての応援をお願いします。

※声出し応援エリアへの立ち入りは対象エリ
アのシーズンパス・チケット保持者に限り
ます。シーズンパス保持者からの「リセー
ル購入」や「譲渡」のチケット及び、購入
したチケット、各種招待券では、【声出し応
援エリア】ホーム自由席南ゴール裏への入
場ができません。

※声出し応援エリア以外の場所では声出し応援はできません。

【声出し応援エリアでの応援】 
・声出しをする際は、不織布マスクを着用し、他
者との間に身体的距離を確保する。
・声出し応援時は、原則ピッチ方向を向いてくだ
さい。
※ピッチ方向を向かずに応援する人（コールリー
ダー）の周辺は 2 m四方の身体的距離を確保が
必要なため、テープで座席を多く確保しています。

【声出し応援エリアでの飲食】 
・水、ソフトドリンク、食事の持ち込みは可能
です。
・試合中はエリア内での食事はできません。（飲
み物は可）

・飲食中は会話・発声をつつしみ、飲食後は速や
かにマスクを着用してください。

【声出し応援エリアでの禁止事項】 
・座席の移動（スタンド前方へ移動し選手に声
をかける、間隔を空けず前後左右の他者に近
づく、間隔を空けず隣に座る、肩を組む 等）

・アルコール飲料の持ち込みはできません。

【声出し応援エリア―その他】 
・観戦者本人以外の座席の確保はできません。
　後から来る方の為に席を確保する行為はおや
めください。

・上記禁止事項の確認等のため、巡回およびお声
がけさせていただく場合がございます。
・ 8月27日㈯讃岐戦、 9月 3日㈯愛媛戦の 2試合
で様々な検証を行い、その後の試合運営に活か
していきます。
・当日ご着席されたお座席の情報入力をお願いし
ています。試合会場内やマッチデープログラム
にも着座登録のQRコードをご用意しておりま
すので、そちらもご利用頂き、ご登録をよろし
くお願いします。

2022ホームゲーム
着座登録はコチラから▶




