
Q：今季はチームとして4年ぶり、個人としては初め
てのJ1挑戦になります。どのような決意のもと
でシーズンを始めましたか？

「正直、開幕前の順位予想などを見ると山雅は18位と
か降格圏内ですよね。でも逆に言えば失うもののない立
場だと思うので、一つでも順位を上げることが出来れ
ば、周りの反応も大きく変わってきます。そのためにも
頑張ろうという想いのもとでシーズンを始めました」

Q：J1であっても前田選手のスピードや運動量が
突出していることは、実際に数値として表れて
います。

「スピードは以前から自信がありましたし、たとえJ1で
あっても通用するということは分かっていました。運動
量についても山雅のチームカラーとして相手を困らせ
るくらい走って走ってというのがあるので、数値とか関
係なくチームのために走り続けたいです。実際に磐田
戦では自分の持ち味を体現できました」

Q：そのなかで課題点を挙げるとすれば？
「ゴールですね。磐田の川又堅碁選手のように短い時
間でも一発で仕留められるのがJ1の凄さ。そういう選
手がいれば山雅も上の順位にいけるはずで、その辺り
が個人としてもチームとしても課題かなと思います。チ
ャンスそのものはJ1の試合であっても、必ず1回か2回
は来るもの。そこを決め切れるか決め切れないかが、
J1とJ2の大きな違いなのかなと思いました。やはり最
後のシュートの精度は大事になってくるのかなと感じて
います」

Q：今日の対戦相手は浦和レッズです。どのような
印象がありますか？

「昨年の天皇杯3回戦はスタンドから見ていましたが、
やはり個の能力は高かったですね。山雅も試合内容は
悪くなかったですけど、それでも最終的に勝ちきる強さ
が浦和にはあるなと感じました。代表選手が何人もいま
すし、そういう強いチームと戦えるということは今から
楽しみです。繰り返しになりますけど僕たちは失うもの
がないので、どんどんチャレンジしていきたいですね」

Q：ホーム開幕戦ということもり、すでにチケット
は完売となっています。

「ホーム開幕戦に限らず、アウェイであってもスタンド
を緑に染めてくれる山雅サポーターの皆さんには本当
に感謝しています。だからこそ勝ち試合を見てもらって
気持ちよく帰ってもらいたいので、僕たちは最後まで全
力で戦います。熱く応援していただけると嬉しいです」

そのスピードはトップカテゴリーでも驚異
でした。自身初挑戦となるJ1でも相手
DFを苦しめる突破力で、多くのチャンス
を創出。チームとしても個人としても結果
の求められる今季、前田大然選手は更な
る飛躍を誓います。
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J1であっても僕たちは
チャレンジします！

7 FW 前田 大然
Daizen MAEDA
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イベントエリア

グッズ販売所

車いす席

19 凌駕movin'on

煮干醤油ラーメン ￥700

17 肉のあづみ野屋

対戦チームご当地牛串焼き
 ￥時価

21 IRORI EXPRESS

炙り豚丼 ￥900

20 ほしスタ

黒毛和牛カレー ¥600

18 バンビクレープ

ストロベリーバナナチョコ
クリーム ￥500

22 番長

信州上田名物「美味だれ焼
き鳥Ⓡ」 ￥600

 グルメ・イベント情報 

24 王滝

スタ丼 ¥800

23 DONERKEBAB

ドネルケバブ ￥500～

25 Live’S Kitchen Kurekino

炭火焼き鴨そば（ゆず胡椒
入り） ￥800

4ゲート会場外エリア

9 明治亭

ソースかつ丼弁当 ￥1400

8 しおじり山賊焼の会

塩尻発祥山賊焼 ￥800

4 ゲートエリア ファンパーク（12号広場）案内図

セントラルパックイベント
リニューアルした『喫茶山雅カ
レー』と『信州産エリンギ入り 豆
乳こんにゃく麺』を販売します。
【実施場所】1ゲート付近　【実施時間】11:30～
【販売価格】
喫茶山雅カレー 400円（税込）
信州産エリンギ入り豆乳こんにゃく麺 350円(税込)
リニューアルした山雅カレーについて⇒

長野県松本平広域公園指定管理者　TOY BOXイベント
「ALLWIN ALWIN 全勝守」を販売いたします。
【販売個数】800個　【販売価格】1,000円（税込）
【販売場所】スタジアム場外サウスゾーン
【販売時間】11:00～

当日のイベント情報の詳細はこちら⇒

長野銀行イベント
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～14:00
● 長野銀行の「LINE」をご登録いただいている皆様へ「LINE」
壁紙プレゼント

●「ながぎんアプリ」新規ご登録の方に山雅グッズプレゼント
　（オリジナルタオルハンカチなど）
●山雅川柳募集

『2019TEAM AS ONE 一斉募金』
Jリーグでは復興支援活動として『2019TEAM AS ONE
一斉募金』を実施します。
【実施場所】1・4ゲート付近（場内）　【実施時間】11:30～13:00
【参加者】 選手、鐡戸アンバサダー、ガンズくん、クラブスタッフ他
※選手は12:30～13:00に参加を予定しております。

11 トラットリア ジラソーレ

ピッツァドック ¥550

10 焼きそば よっちゃん

富士宮やきそば ￥500

12 グラン・シャリオ コンパニー

関西風お好み焼き ￥600

15 韓国食堂 HANA

チーズハットク・チーズダッ
カルビ ￥500～

14 ホテルブエナビスタ

山雅勝つ！カレーパン ￥300

13 Sonnenblume グリルハウス

ドイツ風ホットドック ￥500

16 ターメリック

本場南インドカレー ￥850

31 安曇野小町

どんぶり各種 ￥650～

29 駅そば イイダヤ軒

かけそば ￥350

30 Dolce Vivi

信州はちみつクレープ
 ￥400～

28 Grill lab.

豚バラロールステーキ丼
 ¥1000

26 matsumoto Mt.BARU

信州牛のあらびき牛串
 ¥700

27  第一会館

あんかけかた焼きそば ￥650

1 喫茶山雅

喫茶山雅カレー＆ナン
 　￥700

4 四川乃華

上海風焼きそば ¥600

3 元気の出るからあげチキチキ

唐揚げ・唐揚棒 ¥400～

5 信州のおみやげ屋さん

松本山雅FCバウム ¥1500

6 フィールド・オブ・キッチン

たこ焼き ￥400～600

7 バーデン・バーデン

ソーセージ3種盛 ¥600

2 エイワ＆ soraya

穂高ビール各種（中） ￥600

●LET’S supporter’s voice!
　12:40頃
●積水ハウスpresents
　アルWIN TV 
『アルウィン開幕特別5分拡大！
～スペシャルムービー放映～』

　12:45頃
●神田社長 挨拶
　13:00～
●山雅後援会 支援金贈呈式
　13:03頃～
●JA全農長野様
　ベンチコート贈呈式
　13:07頃～

●ウォーミングアップ開始
　13:25
● 選手入場／セイコーエプソン株
式会社様キックインセレモニー

　13:59
●前半キックオフ
　14:04
●後半キックオフ
　15:04頃
●試合終了
　15:49頃

ピッチ＆ビジョンイベント

JA全農長野イベント
先着1,500名様に「きのこのコンソメ
スープ」のふるまいを実施いたします。
【実施場所】シャトルバス発着所付近
【実施時間】11:00～

●「なーのちゃん号」試合終了後の号外配布
【実施場所】スタジアム場外サウスゾーン　【実施時間】試合終了後（16:15頃予定）
【配布部数】約2,000部※予定数配布次第終了

●“松本山雅FC×信濃毎日新聞社コラボ”
　スクラップブック販売＆抽選会
当日ご購入いただいた方には、2018ユニフォームテ
ディーベアなどがあたる抽選会にご参加いただけます。
【販売価格】1冊800円（税込）B4版・56ページ　
【実施場所】4ゲート付近　【実施時間】11:00～
 抽選会景品 
・2018ユニフォームテディーベア   10名様
・ 信濃毎日新聞オリジナル松本山雅FCユニフォーム型シール   20名様
・ 2018信濃毎日新聞オリジナル松本山雅FCポストカード12枚セット（フルセット）   100名様

信濃毎日新聞社イベント
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FG

サウスゾーンエリア H バックスタンドエリア D

3ゲートエリアC

2ゲート階段上エリア Bメインスタンドエリア A 本日限定メニュー
対戦相手カクテル（レッズシーザー） ¥600
対戦相手コロッケ（BBコロッケ）  ¥500

本日限定メニュー
「埼玉県産牛」の串焼き1本
 ¥700

チーム内得点ランキングチーム内得点ランキング
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FW11
永井龍選手
（決 勝 点 は）
PKを蹴る時
よりも緊張し
ました（笑）。とにかく
ふかさないよう、GKに
当てないよう、空振りし
ないよう、しっかりボー
ルに当てたという感じ
です。 またチームの勝
利に貢献できるような
ゴールを決めたいです。

DF44
服部康平選手
（大分の攻撃
は）それほど
怖さは感じな
かったです。とにかく全
員で集中して声を掛け
合って、少しボールが途
切れた時に『ああしよう
こうしよう』と細かく修
正をかけ続けました。練
習の成果が出たことも
大きかったです。

●ホームスタジアム：埼玉スタジアム2002　●活動区域／ホームタウン： 埼玉県／さいたま市
●クラブマスコット：愛称「レディア」「フレンディア」「シャーレくん」「ディアラちゃん」

第3節 浦和レッズ
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※スタッツは第2節終了時点のものです。

満員のサンアルで、攻守にアグレッシブな姿勢を貫け！
松本山雅FCの2019シーズンも、すでにリーグ戦2試合を消化した。開幕戦となった磐田戦
はセットプレーの好機を活かして先制に成功するも、虎の子の1点を守り切れずに1-1のド
ローに。第2節・大分戦ではボールを持たれる時間もあったが、要所を抑える守備が奏功し
て1-0で今季初勝利。ここまではチームとしての手応えと課題とを得ている山雅だが、今節
からは優勝争いに名乗りを上げてくるだろう強豪との連戦が待ち構えており、まさしく真価
の問われる時期だ。
今日の対戦相手は、浦和レッズだ。もはや詳しい説明は不要の、Jリーグを代表するビッグ
クラブの一つに数えられるチームだ。2015シーズンにはＪ1で、2009年と2018年にはア
ルウィンを会場に天皇杯で対戦しており山雅の歴史においても縁がある。昨年の天皇杯3回
戦では永井龍のゴールで先制したものの、マウリシオにCKから2得点を許しての逆転負けを
喫している。その雪辱を果たす意味でも結果の欲しい一戦となる。
今季の浦和は2年目の指揮を執るオズワルド・オリヴェイラ監督の戦術も浸透し、杉本健勇、
山中亮輔、エヴェルトンら新戦力も先発に名を連ねている。選手個々の争いでは分が悪い山
雅としては、組織力と地の利を活かすことで優位に立ちたいところ。チケットも完売で、ス
タジアムは素晴らしい雰囲気に満ちるはずだ。そのような中で、攻守にアグレッシブな姿勢
を打ち出す山雅のサッカーを見せてほしい。

松本山雅FC監督　反町 康治

Q：J1第2節・大分戦で今季初勝利を飾りました。
「どっちに転んでもおかしくない試合でしたね。技
術面では大分さんには適わない部分もあって、特に
前半は危険な場面も見られましたが、前線の3人が
よく走ってディフェンスしてくれたことが一番の勝
因だと思っています」

Q：本日はリーグ戦のホーム開幕となります。対戦
相手は浦和レッズですが？
「ACLでタイトルを獲得したこともあるチームと試
合が出来るという、まさしく最高の舞台です。我々
の現在地が試される一戦になるのではないでしょう

か。チームの指揮を執るオズワルド・オリヴェイラ監督はコンディションとモチベーション
作りに定評のある指導者で、戦術も浸透した今季は、昨季までとは全く違うチームと考えた
方がいいでしょう。ボールを動かす力は向こうの方が上ですから、耐える場面では耐えて、
隙を突いていくような試合をしないといけないでしょうね」

Q：昨年の天皇杯3回戦では1-2で敗れたものの、試合内容そのものは悪くはありませんでした。
「試合内容は悪くなかったかも知れませんが、勝てなかったことも事実です。その意味でも
悔しい思いもしていますし、新戦力獲得で当時よりも進化していることは間違いありません
が、やはり結果にこだわらないといけません。満員のサンアルという最高の雰囲気という望
ましいシチュエーションの中で、我々らしさを貫いていきたいと思います。本日も熱い声援
をよろしくお願いいたします」

最高のシチュエーションで、
我 ら々しさを貫きます

岩上 祐三 1
永井 龍 1

昨季は昇格争いのライバルだった大分とのアウェイ
ゲームは、序盤から一進一退の展開に。前線からの
フォアチェックでボールを奪ってカウンターを仕掛
けたものの無得点のまま前半を終えた山雅は、ハー
フタイムに気持ちを入れ直して後半に突入。すると
50分、ゴール前のルーズボールを永井が押し込ん
で、欲しかった先制点を奪取する。その後は大分の
攻勢をチーム全員の好守でしのぎ、最後までゴール
を許さず。1-0のまま試合終了の笛が鳴った。

3月2日㈯ 16:00 昭和電工ドーム大分

永井、魂の決勝弾！
ライバル大分に、敵地で勝利

第2節
大分トリニータ VS 松本山雅FC

0 0前半0
0後半1 1

松本山雅FC 出場
時間

総走行
距離（㎞）

スプリント
回数

GK 1 守田　達弥 90 4.17 0 
DF15 エドゥアルド 90 11.24 16 
DF31 橋内　優也 90 9.84 10 
DF44 服部　康平 90 10.62 16 
MF 6 藤田　息吹 90 12.64 17 
MF 8 セルジーニョ 80 9.43 10 
MF14 パウリーニョ 90 11.86 14 
MF42 高橋　　諒 90 11.36 25 
MF47 岩上　祐三 87 10.56 14 
FW 7 前田　大然 90 12.87 53 
FW11 永井　　龍 89 11.08 30 
MF25 町田也真人 10 2.20 7 
DF 3 田中　隼磨 3 1.00 0 
FW 9 高崎　寛之 1 0.86 3 

チーム合計 119.73 215
浦和レッズ 出場

時間
総走行
距離（㎞）

スプリント
回数

GK 1 西川　周作 90 4.56 1 
DF 2 マウリシオ 90 9.64 12 
DF 5 槙野　智章 90 10.75 14 
DF31 岩波　拓也 90 10.22 14 
MF 3 宇賀神友弥 90 10.44 27 
MF 6 山中　亮輔 90 10.11 28 
MF 7 長澤　和輝 60 7.96 9 
MF 8 エヴェルトン 90 12.38 12 
MF10 柏木　陽介 79 9.68 9 
FW14 杉本　健勇 45 5.33 6 
FW30 興梠　慎三 90 10.35 17 
FW19 アンドリュー ナバウト 45 6.12 17 
MF29 柴戸　　海 30 4.70 4 
MF11 マルティノス 11 2.26 7 

チーム合計 114.49 177 

勝点 得失点

1 6 ＋6

2 6 ＋2

3 4 ＋1

4 4 ＋1

5 3 ＋1

6 3 ＋1

7 3 ＋0

7 3 ＋0

9 3 ＋0

10 3 －1

11 2 ＋0

11 2 ＋0

11 2 ＋0

14 1 －1

15 1 －1

16 1 －2

17 1 －2

18 0 －5

RANKINGVS

監督インタビュー

MANAGER
オズワルド オリヴェイラ

GK 1 西川　周作
GK23 岩舘　　直
GK25 福島　春樹
GK32 石井　　僚
DF 2 マウリシオ
DF 4 鈴木　大輔
DF 5 槙野　智章
DF 6 山中　亮輔
DF17 茂木　力也

DF26 荻原　拓也
DF27 橋岡　大樹
DF28 岩武　克弥
DF31 岩波　拓也
DF34 大城　　蛍
DF46 森脇　良太
MF 3 宇賀神友弥
MF 7 長澤　和輝
MF 8 エヴェルトン

MF10 柏木　陽介
MF11 マルティノス
MF16 青木　拓矢
MF18 山田　直輝
MF22 阿部　勇樹
MF24 汰木　康也
MF29 柴戸　　海
MF33 池髙　暢希
FW 9 武藤　雄樹

FW12 ファブリシオ
FW14 杉本　健勇
FW19 アンドリュー ナバウト
FW30 興梠　慎三

浦和レッズ選手一覧

試合ダイジェスト

Tracking Data Report 第2節

2019/3/2現在



当日券販売所

セントラルパック
ブース

ながぎんブース スロープ
ゲート

山雅後援会
ブース

シーズンパス受付

信濃毎日新聞社ブース

※ユニフォーム
のみ

総合案内所
(迷子・落し物)

クラブガンズ
会員受付
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AED設置場所

授乳室

Yellステーション

通行禁止

311 Gour-Win
（飲食ブース）

喫煙エリア
（1ゲートはハーフタイムのみ）

イベントエリア

グッズ販売所

車いす席

19 凌駕 movin'on

煮干醤油ラーメン� ￥700

17 肉のあづみ野屋

対戦チームご当地牛串焼き
� ￥時価

21 IRORI EXPRESS

炙り豚丼� ￥900

20 ほしスタ

黒毛和牛カレー� ¥600

18 バンビクレープ

ストロベリーバナナチョコ
クリーム� ￥500

22 番長

信州上田名物「美味だれ焼
き鳥Ⓡ」� ￥600

 グルメ・イベント情報 

24 王滝

スタ丼� ¥800

23 DONERKEBAB

ドネルケバブ� ￥500～

25 Live’S Kitchen Kurekino

炭火焼き鴨そば（ゆず胡椒
入り）� ￥800

4ゲート会場外エリア

9 明治亭

ソースかつ丼弁当� ￥1400

8 しおじり山賊焼の会

塩尻発祥山賊焼� ￥800

4 ゲートエリア ファンパーク（12号広場）案内図

セントラルパックイベント
リニューアルした『喫茶山雅カ
レー』と『信州産エリンギ入り 豆
乳こんにゃく麺』を販売します。
【実施場所】1ゲート付近　【実施時間】11:30～
【販売価格】
喫茶山雅カレー�400円（税込）
信州産エリンギ入り豆乳こんにゃく麺�350円(税込)
リニューアルした山雅カレーについて⇒

長野県松本平広域公園指定管理者　TOY BOXイベント
「ALLWIN ALWIN 全勝守」を販売いたします。
【販売個数】800個　【販売価格】1,000円（税込）
【販売場所】スタジアム場外サウスゾーン
【販売時間】11:00～

当日のイベント情報の詳細はこちら⇒

長野銀行イベント
【実施場所】ながぎんブース（1ゲート付近）
【実施時間】11:30～14:00
●�長野銀行の「LINE」をご登録いただいている皆様へ「LINE」
壁紙プレゼント

●「ながぎんアプリ」新規ご登録の方に山雅グッズプレゼント
　（オリジナルタオルハンカチなど）
●山雅川柳募集

『2019TEAM AS ONE 一斉募金』
Jリーグでは復興支援活動として『2019TEAM AS ONE
一斉募金』を実施します。
【実施場所】1・4ゲート付近（場内）　【実施時間】11:30～13:00
【参加者】�選手、鐡戸アンバサダー、ガンズくん、クラブスタッフ他
※選手は12:30～13:00に参加を予定しております。

11 トラットリア ジラソーレ

ピッツァドック� ¥550

10 焼きそば よっちゃん

富士宮やきそば� ￥500

12 グラン・シャリオ コンパニー

関西風お好み焼き� ￥600

15 韓国食堂 HANA

チーズハットク・チーズダッ
カルビ� ￥500～

14 ホテルブエナビスタ

山雅勝つ！カレーパン�￥300

13 Sonnenblume グリルハウス

ドイツ風ホットドック�￥500

16 ターメリック

本場南インドカレー� ￥850

31 安曇野小町

どんぶり各種� ￥650～

29 駅そば イイダヤ軒

かけそば� ￥350

30 Dolce Vivi

信州はちみつクレープ
� ￥400～

28 Grill lab.

豚バラロールステーキ丼
� ¥1000

26 matsumoto Mt.BARU

信州牛のあらびき牛串
� ¥700

27  第一会館

あんかけかた焼きそば�￥650

1 喫茶山雅

喫茶山雅カレー＆ナン
� 　￥700

4 四川乃華

上海風焼きそば� ¥600

3 元気の出るからあげチキチキ

唐揚げ・唐揚棒� ¥400～

5 信州のおみやげ屋さん

松本山雅FCバウム� ¥1500

6 フィールド・オブ・キッチン

たこ焼き� ￥400～600

7 バーデン・バーデン

ソーセージ3種盛� ¥600

2 エイワ＆ soraya

穂高ビール各種（中）� ￥600

●LET’S supporter’s voice!
　12:40頃
●積水ハウスpresents
　アルWIN TV 
『アルウィン開幕特別5分拡大！
～スペシャルムービー放映～』

　12:45頃
●神田社長 挨拶
　13:00～
●山雅後援会 支援金贈呈式
　13:03頃～
●JA全農長野様
　ベンチコート贈呈式
　13:07頃～

●ウォーミングアップ開始
　13:25
● 選手入場／セイコーエプソン株

式会社様キックインセレモニー
　13:59
●前半キックオフ
　14:04
●後半キックオフ
　15:04頃
●試合終了
　15:49頃

ピッチ＆ビジョンイベント

JA全農長野イベント
先着1,500名様に「きのこのコンソメ
スープ」のふるまいを実施いたします。
【実施場所】シャトルバス発着所付近
【実施時間】11:00～

●「なーのちゃん号」試合終了後の号外配布
【実施場所】スタジアム場外サウスゾーン　【実施時間】試合終了後（16:15頃予定）
【配布部数】約2,000部※予定数配布次第終了

●“松本山雅FC×信濃毎日新聞社コラボ”
　スクラップブック販売＆抽選会
当日ご購入いただいた方には、2018ユニフォームテ
ディーベアなどがあたる抽選会にご参加いただけます。
【販売価格】1冊800円（税込）B4版・56ページ　
【実施場所】4ゲート付近　【実施時間】11:00～
 抽選会景品 
・2018ユニフォームテディーベア   10名様
・ 信濃毎日新聞オリジナル松本山雅FCユニフォーム型シール   20名様
・ 2018信濃毎日新聞オリジナル松本山雅FCポストカード12枚セット（フルセット）   100名様

信濃毎日新聞社イベント

A

B

C

D

E

F

G

H
ガーデンテラスエリアE

FG

サウスゾーンエリア H バックスタンドエリア D

3ゲートエリアC

2ゲート階段上エリア Bメインスタンドエリア A 本日限定メニュー
対戦相手カクテル（レッズシーザー） ¥600
対戦相手コロッケ（BBコロッケ）  ¥500

本日限定メニュー
「埼玉県産牛」の串焼き1本
 ¥700



ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWINGOFFICIAL GOODS　新発売商品紹介

【オンラインショップ取扱い開始時間について】10時より取り扱いを開始いたします。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

　「これが絶対！」というのは特にないんですが、あえ
ていうならスタジアムに入ってシャワーを浴びることで
す。他の選手はホテルで浴びてから来る人も多いんで
すが、僕の場合はそれまではリラックスしていてスタジ
アムのシャワーでスイッチを切り替える感じです。ゆっ
くり入って、その日の試合のことをイメージしながら「きょ
うも頑張ろう」と気持ちを入れていく感じですね。
　きっかけはファジアーノ岡山時代でした。プロ１年目
に、最初はスタジアムに着いてストレッチとかをした後
にアップまでに１時間くらい空いていて、「そこをうまく
使えないかな？」と思っていました。そうしたら先輩の
加地亮さんとか伊藤大介さんがシャワーを浴びていた
ので、それを見て「いいな」と思って自分も始めるよう
になりました。体も温まるし、やってみたらしっくり来
る感じでした。

　ホームでもアウェイでもこのルーティンは同じです。
山雅にも同じようなタイミングでシャワーを浴びる選手
がいるのかもしれませんが…メンバー入りしないことに
はわかりません。まずはしっかり山雅のスタイルに慣れ
て、プラスアルファとして前にダイナミックに行くことや
球際の強さなどの自分の持ち味を出していきたいです！

　「これが絶対！」というのは特にないんですが、あえ
ていうならスタジアムに入ってシャワーを浴びることで
す。他の選手はホテルで浴びてから来る人も多いんで
すが、僕の場合はそれまではリラックスしていてスタジ
アムのシャワーでスイッチを切り替える感じです。ゆっ
くり入って、その日の試合のことをイメージしながら「きょ
うも頑張ろう」と気持ちを入れていく感じですね。
　きっかけはファジアーノ岡山時代でした。プロ１年目
に、最初はスタジアムに着いてストレッチとかをした後
にアップまでに１時間くらい空いていて、「そこをうまく
使えないかな？」と思っていました。そうしたら先輩の
加地亮さんとか伊藤大介さんがシャワーを浴びていた
ので、それを見て「いいな」と思って自分も始めるよう
になりました。体も温まるし、やってみたらしっくり来
る感じでした。

　ホームでもアウェイでもこのルーティンは同じです。
山雅にも同じようなタイミングでシャワーを浴びる選手
がいるのかもしれませんが…メンバー入りしないことに
はわかりません。まずはしっかり山雅のスタイルに慣れ
て、プラスアルファとして前にダイナミックに行くことや
球際の強さなどの自分の持ち味を出していきたいです！

MF17MY RULE MY ROUTINE 塚川 孝輝

関連動画をプレミアムで
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お車で
ご来場
の皆様

当日はクラブ指定の駐車場をご利用ください。
下記の駐車場はご利用いただけません。
1. 弊クラブ管轄外の信州スカイパーク駐車場
2. 西南公園、松本市サッカー場、多目的広場（野球グランド）横駐車場
★ 周辺企業や農地などへの駐車、路上駐車などは絶対におやめください。

周辺道路・駐車場は
たいへん混雑いたします。

お時間に余裕を
持ってご来場ください。

2019シーズンもホームタウン・スポンサーの皆様から数々の景品
をご提供いただきました。当選された方には入場時にお配りする袋
の中に「当選券」が封入されています。
〈引換場所〉総合案内所
〈引換時間〉記載されている時間内

松本山雅FC提供景品
●選手サイン入りボール   1名様

ホームタウンご提供景品
●塩尻市様ご提供 ＊お子様が当選▶ぶどうジュース
＊塩尻産ワイン赤白セット（2本1組）   1名様
●池田町様ご提供
　池田町産「豆腐製品」詰め合わせセット   2名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　きのこセット   10名様
●信越放送株式会社様
　SBCろくちゃんぬいぐるみ＆ワイドFM94.2ラジオ   3名様
●キリンビール株式会社長野支店様 ご提供
＊キリン一番搾り350ml缶24本（1ケース）   1名様
●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
　キリンメッツグレープフルーツ350ml缶24本入り   3名様
●株式会社泉精器製作所様ご提供
　電動シェーバー IZF-V758-G   1名様
　マイナスイオンドライヤー DR-RM77-W   1名様
●ダスキン信州加盟店会様ご提供
　くらしキレイBOX   3名様
●ミサワホーム甲信株式会社様ご提供
　ミッフィー人形   3名様
●株式会社サンフレッシュ食品様ご提供
　信州オレイン豚セット（バラ肉・モモ肉200グラムずつ）   4名様
●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
　ペア入浴券   5名様
●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券   3名様
●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里   5名様
●株式会社白馬そだち様ご提供
　白馬村産コシヒカリ2kg   2名様
●株式会社和牛厨ふか尾様ご提供
　ふか尾のレトルト食品詰め合わせセット
　（飛騨牛すじ肉カレー＆ハヤシ）   2名様
●白船荘 新宅旅館様
　宿泊ご招待券（1泊2食付）   1名様
※ 当選券記載の当選番号は、上記の抽選会景品順ではありません。
毎回ランダムにしておりますので、何が当たるかお楽しみです♪
＊の景品は、お子様が当選した場合、別の商品をご提供いたします。

 再入荷 

ガンズくんハンドパペット
 2,300円
皆さまからの多くのご要望にお応え
して、ガンズくんのハンドパペット
がふたたび登場です！
【サイズ】約330㎜
【素　材】アクリル、ポリエステル

折り畳みクッション
 1,600円
Jリーグホーム開幕にあわ
せて、試合観戦に欠かせな
いスタジアムクッションを
ご用意しました。 心地よい
クッション性で、観戦タイ
ムを快適に過ごしていただ
ける便利グッズです！
【サイズ】約350×35㎜
【素　材】ポリエステル

マジックグローブ
forスマフォ（ロゴ） 1,500円
防寒に備えてマジックグローブをご用意し
ました。スマートフォンも操作できる便利な
グローブです。まだ寒い気候が続きますの
でぜひこの機会にお買い求めください。
【サイズ】大人フリー
【素　材】 アクリル80%、ナイロン15%、

ウール5%

カードケース付き
チケットホルダー（ロゴ）
 1,400円
紙チケット、シーズンパス、情報
カード、クラブガンズ会員証が
入り、さらに小銭入れもセットで
きるマルチなチケットホルダー。
【サイズ】約125×240㎜
【素　材】 ナイロン、PVC、ポリ

エステル

喫茶山雅カレー 400円
喫茶山雅の人気メニューである
「喫茶山雅カレー」のレトルトカ
レーが、新たなパッケージにリ
ニューアルしました！
※ 初回生産分には、数量限定
で「選手直筆サイン入りオリ
ジナルクリアファイル」の当
たり券が封入されています。

【内容量】180g　【辛味】中辛
※全て税込価格です。

アクリルキーホルダー
（エンブレム） 600円
エンブレム型にダイカットされ
たアクリルキーホルダー。
【サイズ】約61.7×63.4㎜
【素　材】アクリル

3 /13㈬ 19:00 ガンバ大阪 （パナスタ）
3 /17㈰ 15:00 サンフレッチェ広島（Eスタ）
3 /31㈰ 14:00 川崎フロンターレ （サンアル）
4 / 6 ㈯ 19:00 ヴィッセル神戸 （サンアル）
4 /10㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （サンアル）
4 /14㈰ 17:00 湘南ベルマーレ （ＢＭＷス）
4 /20㈯ 14:00 サガン鳥栖 （サンアル）
4 /24㈬ 19:00 清水エスパルス （アイスタ）
4 /28㈰ 14:00 FC東京 （味スタ）

2019 SEASON SCHEDULE



2019年3月1日現在

エンジニアリングシステム（株）　（株）マル井　（株）井上　（株）デイリーはやしや　信州ビバレッジ（株）　JAあづみ　ミサワホーム甲信（株）　（株）信州グリーン　長野日報社　岡谷酸素（株）　富士物流（株）　（株）アドソニック　一之瀬脳神経外科病院
（株）デザイン計画　松南病院　（株）マナテック　ネクストリンクス（株）　（株）パワーネット・フィールド　（株）巴屋　（株）しんえこ　北陽建設（株）　（株）河西精機製作所　（株）オーイケ　長野ダイハツ販売（株）　日穀製粉（株）　（株）クア・アンド・ホテル
（株）マイナビ　小石グループ　三菱電機（株）　G-TOOL（株）　（株）立石コーポレーション　（株）システム・サイエンス　（株）協和　セコム上信越（株）　もとき薬局　臨空工業団地管理組合　（株）村瀬組　医療法人仁雄会 穂高病院　松本大学
新光商事（株）　（有）中部警備救助　松本協立病院　あづみ野テレビ（株）　（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）　（有）大郷建設　（株）サンプロ　（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　（株）ランスモア　積水ハウス（株）　（有）郷美興業　（株）山信運輸　ガーデンヒルズ迎賓館　（株）ヨシケイ信州　MXモバイリング（株）　（株）傳刀組　コインランドリー木曽駒　フェリスクレール　（株）パパまるハウス　クワトロクオーレ
JANIS　（株）中島屋降籏米穀　（株）テンホウ・フーズ　降幡自動車（株）

FW 7
Daizen MAEDA

前田 大然
1997/10/20
173cm/67kg

FW 9
Hiroyuki TAKASAKI

高崎 寛之
1986/03/17
188cm/78kg

FW 10
LEANDRO PEREIRA

レアンドロ ペレイラ
1991/07/13
190cm/76kg

FW 11
Ryo NAGAI

永井 龍
1991/05/23
180cm/73kg

FW 19
Hiroki YAMAMOTO

山本 大貴
1991/11/15
178cm/70kg

FW 27
Itsuki ENOMOTO 

榎本 樹
2000/06/04
186cm/73kg

MF 20
Taro SUGIMOTO 

杉本 太郎
1996/02/12
162cm/62kg

MF 6
Ibuki FUJITA

藤田 息吹
1991/01/30
170cm/68kg

MF 8
SERGINHO

セルジーニョ
1990/12/03
166cm/62kg

MF 13
Keiya NAKAMI

中美 慶哉
1991/09/23
177cm/69kg

MF 14
PAULINHO 

パウリーニョ
1989/01/26
177cm/77kg

MF 17
Koki TSUKAGAWA

塚川 孝輝
1994/07/16
184cm/77kg

DF 2
Nobuhisa URATA

浦田 延尚
1989/09/13
178cm/74kg

GK 23
Kengo TANAKA

田中 謙吾
1989/12/30
186cm/78kg

GK 1
Tatsuya MORITA

守田 達弥
1990/08/03
191cm/87kg

Yasuharu SORIMACHI

反町 康治
1964/03/08

GK 16
Tomohiko MURAYAMA

村山 智彦
1987/08/22
184cm/78kg

GK 21
GOH Dong Min

ゴ ドンミン
1999/01/12
190cm/78kg

2019 ALL Players ※ 3/8 時点登録選手

DF 44
Kohei HATTORI

服部 康平
1991/04/04
188cm/80kg

DF 42
Ryo TAKAHASHI

高橋 諒
1993/07/16
171cm/68kg

DF 31
Yuya HASHIUCHI

橋内 優也
1987/07/13
175cm/72kg

DF 30
Yushi MIZOBUCHI

溝渕 雄志
1994/07/20
172cm/66kg

DF 33
Yuya ONO

大野 佑哉
1996/08/17
179cm/70kg

DF 34
JO Jin Woo

ジョ ジヌ
1999/11/17
189cm/81kg 

DF 24
Masahiro NASUKAWA

那須川 将大
1986/12/29
177cm/72kg

DF 18
Takefumi TOMA

當間 建文
1989/03/21
178cm/72kg

DF 15
EDUARDO

エドゥアルド
1993/04/27
184cm/84kg

DF 4
Masaki IIDA

飯田 真輝
1985/09/15
187cm/82kg

DF 3
Hayuma TANAKA

田中 隼磨
1982/07/31
174cm/64kg

DF 5
Tomoki IMAI

今井 智基
1990/11/29
178cm/78kg

MF 47
Yuzo IWAKAMI

岩上 祐三
1989/07/28
170cm/69kg

MF 22
Shusuke YONEHARA 

米原 秀亮
1998/04/20
184cm/72kg

MF 28
Ryuhei YAMAMOTO

山本 龍平
2000/07/16
172cm/64kg

MF 25
Yamato MACHIDA 

町田 也真人
1989/12/19
166cm/59kg

MF 32
Akira ANDO 

安東 輝
1995/06/28
173cm/70kg

MF 35
Masaki MIYASAKA 

宮阪 政樹
1989/07/15
169cm/68kg

ホームゲーム抽選会
HOME GAME DRAWINGOFFICIAL GOODS　新発売商品紹介

【オンラインショップ取扱い開始時間について】10時より取り扱いを開始いたします。
オンラインショップ⇒ www.yamaga-onlineshop.com/

　「これが絶対！」というのは特にないんですが、あえ
ていうならスタジアムに入ってシャワーを浴びることで
す。他の選手はホテルで浴びてから来る人も多いんで
すが、僕の場合はそれまではリラックスしていてスタジ
アムのシャワーでスイッチを切り替える感じです。ゆっ
くり入って、その日の試合のことをイメージしながら「きょ
うも頑張ろう」と気持ちを入れていく感じですね。
　きっかけはファジアーノ岡山時代でした。プロ１年目
に、最初はスタジアムに着いてストレッチとかをした後
にアップまでに１時間くらい空いていて、「そこをうまく
使えないかな？」と思っていました。そうしたら先輩の
加地亮さんとか伊藤大介さんがシャワーを浴びていた
ので、それを見て「いいな」と思って自分も始めるよう
になりました。体も温まるし、やってみたらしっくり来
る感じでした。

　ホームでもアウェイでもこのルーティンは同じです。
山雅にも同じようなタイミングでシャワーを浴びる選手
がいるのかもしれませんが…メンバー入りしないことに
はわかりません。まずはしっかり山雅のスタイルに慣れ
て、プラスアルファとして前にダイナミックに行くことや
球際の強さなどの自分の持ち味を出していきたいです！

　「これが絶対！」というのは特にないんですが、あえ
ていうならスタジアムに入ってシャワーを浴びることで
す。他の選手はホテルで浴びてから来る人も多いんで
すが、僕の場合はそれまではリラックスしていてスタジ
アムのシャワーでスイッチを切り替える感じです。ゆっ
くり入って、その日の試合のことをイメージしながら「きょ
うも頑張ろう」と気持ちを入れていく感じですね。
　きっかけはファジアーノ岡山時代でした。プロ１年目
に、最初はスタジアムに着いてストレッチとかをした後
にアップまでに１時間くらい空いていて、「そこをうまく
使えないかな？」と思っていました。そうしたら先輩の
加地亮さんとか伊藤大介さんがシャワーを浴びていた
ので、それを見て「いいな」と思って自分も始めるよう
になりました。体も温まるし、やってみたらしっくり来
る感じでした。

　ホームでもアウェイでもこのルーティンは同じです。
山雅にも同じようなタイミングでシャワーを浴びる選手
がいるのかもしれませんが…メンバー入りしないことに
はわかりません。まずはしっかり山雅のスタイルに慣れ
て、プラスアルファとして前にダイナミックに行くことや
球際の強さなどの自分の持ち味を出していきたいです！

MF17MY RULE MY ROUTINE 塚川 孝輝

関連動画をプレミアムで
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お車で
ご来場
の皆様

当日はクラブ指定の駐車場をご利用ください。
下記の駐車場はご利用いただけません。
1. 弊クラブ管轄外の信州スカイパーク駐車場
2. 西南公園、松本市サッカー場、多目的広場（野球グランド）横駐車場
★ 周辺企業や農地などへの駐車、路上駐車などは絶対におやめください。

周辺道路・駐車場は
たいへん混雑いたします。

お時間に余裕を
持ってご来場ください。

2019シーズンもホームタウン・スポンサーの皆様から数々の景品
をご提供いただきました。当選された方には入場時にお配りする袋
の中に「当選券」が封入されています。
〈引換場所〉総合案内所
〈引換時間〉記載されている時間内

松本山雅FC提供景品
●選手サイン入りボール   1名様

ホームタウンご提供景品
●塩尻市様ご提供 ＊お子様が当選▶ぶどうジュース
＊塩尻産ワイン赤白セット（2本1組）   1名様
●池田町様ご提供
　池田町産「豆腐製品」詰め合わせセット   2名様

スポンサー様ご提供景品
●JA全農長野様ご提供
　きのこセット   10名様
●信越放送株式会社様
　SBCろくちゃんぬいぐるみ＆ワイドFM94.2ラジオ   3名様
●キリンビール株式会社長野支店様 ご提供
＊キリン一番搾り350ml缶24本（1ケース）   1名様
●キリンビバレッジ株式会社様ご提供
　キリンメッツグレープフルーツ350ml缶24本入り   3名様
●株式会社泉精器製作所様ご提供
　電動シェーバー IZF-V758-G   1名様
　マイナスイオンドライヤー DR-RM77-W   1名様
●ダスキン信州加盟店会様ご提供
　くらしキレイBOX   3名様
●ミサワホーム甲信株式会社様ご提供
　ミッフィー人形   3名様
●株式会社サンフレッシュ食品様ご提供
　信州オレイン豚セット（バラ肉・モモ肉200グラムずつ）   4名様
●林檎の湯屋おぶ～様ご提供
　ペア入浴券   5名様
●スポカフェガレージ様ご提供
　御食事券   3名様
●有限会社田中屋様ご提供
　雷鳥の里   5名様
●株式会社白馬そだち様ご提供
　白馬村産コシヒカリ2kg   2名様
●株式会社和牛厨ふか尾様ご提供
　ふか尾のレトルト食品詰め合わせセット
　（飛騨牛すじ肉カレー＆ハヤシ）   2名様
●白船荘 新宅旅館様
　宿泊ご招待券（1泊2食付）   1名様
※ 当選券記載の当選番号は、上記の抽選会景品順ではありません。
毎回ランダムにしておりますので、何が当たるかお楽しみです♪
＊の景品は、お子様が当選した場合、別の商品をご提供いたします。

 再入荷 

ガンズくんハンドパペット
 2,300円
皆さまからの多くのご要望にお応え
して、ガンズくんのハンドパペット
がふたたび登場です！
【サイズ】約330㎜
【素　材】アクリル、ポリエステル

折り畳みクッション
 1,600円
Jリーグホーム開幕にあわ
せて、試合観戦に欠かせな
いスタジアムクッションを
ご用意しました。 心地よい
クッション性で、観戦タイ
ムを快適に過ごしていただ
ける便利グッズです！
【サイズ】約350×35㎜
【素　材】ポリエステル

マジックグローブ
forスマフォ（ロゴ） 1,500円
防寒に備えてマジックグローブをご用意し
ました。スマートフォンも操作できる便利な
グローブです。まだ寒い気候が続きますの
でぜひこの機会にお買い求めください。
【サイズ】大人フリー
【素　材】 アクリル80%、ナイロン15%、

ウール5%

カードケース付き
チケットホルダー（ロゴ）
 1,400円
紙チケット、シーズンパス、情報
カード、クラブガンズ会員証が
入り、さらに小銭入れもセットで
きるマルチなチケットホルダー。
【サイズ】約125×240㎜
【素　材】 ナイロン、PVC、ポリ

エステル

喫茶山雅カレー 400円
喫茶山雅の人気メニューである
「喫茶山雅カレー」のレトルトカ
レーが、新たなパッケージにリ
ニューアルしました！
※ 初回生産分には、数量限定
で「選手直筆サイン入りオリ
ジナルクリアファイル」の当
たり券が封入されています。

【内容量】180g　【辛味】中辛
※全て税込価格です。

アクリルキーホルダー
（エンブレム） 600円
エンブレム型にダイカットされ
たアクリルキーホルダー。
【サイズ】約61.7×63.4㎜
【素　材】アクリル

3 /13㈬ 19:00 ガンバ大阪 （パナスタ）
3 /17㈰ 15:00 サンフレッチェ広島（Eスタ）
3 /31㈰ 14:00 川崎フロンターレ （サンアル）
4 / 6 ㈯ 19:00 ヴィッセル神戸 （サンアル）
4 /10㈬ 19:00 ジュビロ磐田 （サンアル）
4 /14㈰ 17:00 湘南ベルマーレ （ＢＭＷス）
4 /20㈯ 14:00 サガン鳥栖 （サンアル）
4 /24㈬ 19:00 清水エスパルス （アイスタ）
4 /28㈰ 14:00 FC東京 （味スタ）

2019 SEASON SCHEDULE


