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 サポーターがホームらしい雰囲気を作り出すために、必要

なことは何だろうか。声を出すこと、飛び跳ねること、旗を振

ることなど、サポーターはチームを後押しするため、気持ちを

様々な形で表現する。しかし僕はその中でも、拍手をするこ

とこそが何気に重要なのではないかと思う。 

 拍手。一見地味で、その程度のことで良いの？と思う方も

いるかもしれない。が、意外と奥深く、色々な面で利いてくる

のが拍手という応援方法である。拍手のメリットは沢山ある

が、ここではその幾つかを紹介したい。 

 

①拍手で選手が頑張れる！ 

 選手にとって一番テンションが上がるのは、自分の良いプ

レーを見てもらい、それに反応してもらうことだと思う。サッカー

は心の状態に左右されるもの。恐い先輩にガミガミ言われな

がら萎縮してやっていると自分でも考えられないようなミスを

してしまう一方で、逆にチームメイトの「ナイスプレー」の一言

でノッてきたりする。プロはそれなりに厳しい環境で育ち、僕ら

アマチュアよりももう少しタフだと思われる。しかしそれでも人

間であることに変わりはなく、どうしてもメンタルはプレーに影

響してくる。だからこそ、いいプレーはスタジアム全体から盛大

な拍手で讃えること。多少失敗しても、チャレンジする姿勢

がイイネ！と、やっぱり拍手で盛り上げること。それが選手た

ちを前向きで積極的な精神状態に導き、素晴らしいプレー

を生み出すきっかけになるはずだ。 

  

②拍手でみんなが応援に参加できる！ 

 拍手は他のどんなアクションよりも参加するハードルが低い

応援である。 今はゴール裏でバリバリやっている皆さんも、は

じめて応援したときのことを思い出してほしい。大声で歌うこ

とや飛び跳ねることに、全く抵抗が無かったと言えるだろうか。

大抵の人は最初から、俺もやるぜ！とは思えなかったはず

だ。その点、拍手であればシャイな人でも大丈夫。人前で

歌う跳ねるという高いハードルを越えられなくても、何となく周

りにつられてるうちに応援に参加できてしまう。特にメインや

バックのサポーターだと、主な武器が「拍手」になる。これがあ

ると無いとでは大違い。メイン・バックの応援参加が無けれ

ば、アウェイサポーターの応援に対して「ゴール裏vsゴール

裏」の構図で対抗することになるのに対し、拍手があれば「ア

ルウィン全体vsゴール裏」で戦うことができる。ホームの雰囲

気作りにおいて、自分たちの数の優位を活かして戦うことは

重要なこと。拍手なんかと思わず、援護射撃のつもりで選

手の一挙手一投足にバシバシ手を叩いて欲しいと思う。 

 

③拍手で塩試合も盛り上がってるっぽい雰囲気を出せ

る！ 

 何試合も通っていれば、今日はなんか盛り上がんない

なー、という試合にも遭遇する。俗にいう塩試合である。ゲー

ム内容が良くないのが一番の原因だろうが、それに引きずら

れてスタンドのテンションも落ち、独特な静けさの中で試合が

進むケースが多い。ゴール裏もっと歌って盛り上げて！とご意

見をいただくこともあるが、どうにも盛り下がるのが早いので

チャントも長く引っ張れなかったりする。そんなとき状況を打

開し得る手段の一つが拍手だ。盛り上がっていない印象を

受ける大きな要因の一つは、プレーそのものへの反応の薄さ

にある。ここでわずかなきっかけでも盛大な拍手が湧けば、そ

れに応じて応援の活気も自然と高まり、試合が盛り上がっ

てくる感も出てくるというもの。スタンドの熱につられて、選手

も燃えてくれればベスト。そこまで至らなくても、お客さんに

「試合イマイチだったけどスタンドは超盛り上がってたから面

白かった気がする」と思わせられれば、それはそれでＯＫなの

ではないだろうか。 

 

  というように、拍手のメリットは枚挙に暇がない。そんなこと

もあり、過去にUMも拍手推進のキャンペーンを打っている。 

  

『日本一拍手に満たされたスタジアムへ』 

ULTRAS MATSUMOTOは、サポーター目標として「日

本一の拍手」を提案します。「拍手」それは最も基本的な

応援。どんな人でも気軽に参加でき、自分から周囲へ、

そしてスタジアム全体へと拡げることができます。良いプ

レーを褒め称える拍手は、ピッチで戦う選手たちを大い

に勇気づけます。また、大きな拍手によって作り出される

圧倒的なホームの雰囲気は、初めてスタジアムに訪れ

た人々でさえも魅了するでしょう。アルウィンをより盛り上

げるために。そして、もっとサポーターがチームの力にな

るために。僕たち山雅サポーター全員の手で、「日本一

の拍手」を作り出しませんか。 

  

 まだ今ほどの観客がいなかった頃に発信したこのキャンペー

ンは一定の成果を挙げ、当時にしてJクラブにも負けないほ

ど拍手に溢れたホームゲームを作り出すことができたと自負

している。しかし時がたち、拍手を山雅サポーターの武器とし

て使っていこうという考え方も徐々に薄れ、いま再びこの原

点に立ち戻る必要性を感じ始めている。過去に相手監督

や選手がコメントしたアルウィンの特徴として、「山雅の選手

がボールを前に蹴ったただけでスタンドが湧き上がるアルウィ

ンはやりづらい」というものがあった。ピッチの人間までもが恐

れたホーム・アルウィンの強みをもう一度、僕ら一人一人の

手で取り戻したい。  

【小松洋平】 

始めよう、拍手。 



 

 日曜日の朝、twitterを開くとテレビのコメ

ンテーターがJ2をバカにしていたと怒ってつぶ

やいている人。その気持ちはわからないでも

ないけど、でもなぜこの人は日曜日の朝か

ら怒っているのかなと。せっかくの休日、早く

起きなくてもいいのに、わざわざ早起きして

テレビ見て怒っている人。そのつぶやきを見

て一緒に怒っている人。それに怒っている自

分カッコいいと思っている人。まあ、色々と

大変です。 

 ネットやSNS、動画共有サイトで全世界

に自分の思いを発信できるようになった時

代。患者さんの食事記録かと思うくらい食

べ物の写真しか載せない人。音楽フェスに

行くことよりあとでFacebookで報告すること

のほうに力を注いでいる人。アウェイの遠征

に行って現地の食べ物やら景色やらたくさん

アップしていたのに試合終わったとたん更新

が止まってしまう人などなど。共有することそ

のものを楽しんでいるところが垣間見えるの

も、SNSの面白さのひとつです。 

 共有することへの欲は、ネットの世界だけ

に留まりません。例えば、試合でゴールが決

まったとき、隣の人とハイタッチしていません

か？それまで何も会話もしてなかった人とハ

イタッチすることって、普通に生活していれば

まずないでしょう。試合に勝ったらアルプス一

万尺を歌いますが、その時にも見知らぬ隣

の人と肩組みますよね。それこそ、ゴールや

勝利の喜びを無意識に他人と共有、シェア

している証拠です。みんな案外シェアするこ

とって簡単にやってますし、やはり隣にいる

人は『敵』ではなく、『仲間』なんだなと。だか

らこそ、どうせなら悪いことより良いことをどん

どんシェアしてほしいですね。 

 クラブが迷惑駐車で困っているのでし

たら、みんなで正規の駐車場やアクセス

をシェアしたい。松本山雅のホームゲーム

のチケット料金には、シャトルバスの料金が

含まれています。だから、シャトルバスが無

料で運行できるのです。せっかく無料なの

に、バスを利用しない上に迷惑を掛けてし

まっては誰も得しません。 

 クラブが過剰な席取りに困っているの

でしたら、みんなで座席をシェアしたい。

ホームゲームで警備員を雇うということは、そ

れだけ経費が掛かります。その経費を、選

手の強化に充てたほうが良いと思ったことは

ありませんか？選手より警備員のほうが層

が厚いなんて言われたくないですよね。 

 理解しあう、それこそ「お互いさま」を気

づける観戦にしたい。スタジアムで無意識

に暴言を吐いてしまっている方は、私生活

でも平気で暴言を吐いているのでしょうか。

シェアするって素晴らしい。 
旗で前が見えないと言っている方の後ろに

は、あなたより身長の低い子どもがいるかも

しれません。 

 スタジアムは公共の場であり、いろんな人

が集まります。だから、そこにはルール・マ

ナーがあります。私たちはそこをお借りして観

戦、応援させてもらっています。スポーツには

ルールがあるから面白いのであり、観戦にも

ルール・マナーがあるから面白いのだと思い

ます。 

 クラブの収入はスポンサー・パートナー様か

らの収入、私たちが観戦しているチケット代

の収入、グッズや飲食の収入がメインです

が、当然それには限りがあります。選手を強

化せずに警備ばかり強化をしているチーム

は、いつまでたっても強くはならないですし、

結果、勝利の喜びをシェアできる回数も少

なくなるでしょう。 

 だから、良いことはシェア。勝利の喜びを

シェアするために私たちもできることからシェ

ア。難しくはありません。見知らぬ人とハイ

タッチや勝利の後に肩を組めるのですから、

固く考える必要はありません。 

 松本山雅がこの地域にあることの喜びを、

より多くの方とシェアするために。『私たち』は 

『私たち自身』のために、出来ることから始

めましょうよ。           【shioinc】 

日本一のホームゲーム 
 もしサポーター専門のお医者さんがいた

ら、今の山雅サポーターは「ホームゲーム

ちょっとめんどくさい病」なんて診断され

たりして。 

 JFL、J2、J１と昇格を果たし、J2への降

格はあったけれどクラブはここ数年右肩上

がりの成長を続けてきました。それに比例

するようにサポーターの数も増え、アルウィ

ンは山雅を応援する人々で埋め尽くされ

るようなスタジアムになりました。でも最近

なんだか、世間様からもお褒めのお言葉を

いただいていた熱気あふれる自慢のアル

ウィンの様子が少しおかしいんです先生。 

 過剰な席取り防止の為15分間待て状

態。パイフラやめろ問題。味方選手へのえ

げつない野次。改善する気配もない迷惑

駐車などなど。どーしたアルウィン！出てく

るの面倒な話ばっかりだぞ！ 

 その反動なのか、アウェイ遠征にいった

みんなのSNS投稿が本当に楽しそうなん

です。ホームよりアウェイを楽しみに待ちわ

びてる人もきっと多いんだろうなって。あ

れ？でもやっぱりこれおかしいぞ。アルウィ

ンの試合ってもっと待ち遠しくて、楽しみ

だったはずだよね？ 

 この病気の原因はなんだろう？ある選

手の何気ないコメントを聞いたとき、僕は

その正体が少しだけ分かった気がしまし

た。 

「次はアルウィンでの試合になるので、

たくさんのサポーターと勝利を喜べる

ように頑張ります」 

 もちろん勝利のため、遠くまで駆けつけ

たサポーターのため、アウェイゲームでも選

手は必死で戦っています。でもそれ以上

に、彼らはホームゲームにやりがいを感

じ、アルウィンを埋め尽くす沢山の人々と

勝利を分かち合いたいと思ってくれている

んじゃないかなって。それなのに僕らはホー

ムにちょっと窮屈さを感じてしまい、気持ち

のどこかで次のアウェイを楽しみにしてい

る。そんな選手とサポーターの【気持ちの

ズレ】がこの病気の原因になってしまって

いるんじゃないでしょうか。 

 「ホームゲームちょっとめんどくさい病」の

薬はきっとあります。それはルールを守る

心掛けだったり、相手の立場になって考

える気持ちだったり、当事者意識だった

り。「病は気から」まさにその通りです。気

持ち次第で治すことはできるんですから。

みんなの【気】でアルウィンをこれまで以上

に笑顔、涙、そして愛が溢れる日本一の

ホームゲームにしていきましょう！      

 【ナオキ】 



 ULTRAS MATSUMOTOではホームゲーム及びアウェイゲームにおいて

「バンデーラ」（たすき）を応援道具として使用しております。バンデーラは

応援をリードする上での熱源となるエリアを示す物であり、同じ場所で応

援する者同士の仲間意識を高め、ビジュアル面（見た目）においても華

やかさと躍動感を作り出すことが出来ます。しかしその反面、周囲に配

慮した使い方が出来なければ、怪我やトラブルの元となってしまうことも

考えられます。つきましては、全ての方がより熱く、より気持ちよくゴール

裏で応援が出来ますよう下記注意事項をご確認の上、バンデーラをお

使いいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

《お願い》 

◆小さなお子様からご年配の方まで様々な年齢の方が一緒に応援さ

れます。バンデーラを過剰な力で引っ張る行為、体重をかける行為は

大変危険です。後方の方にも配慮し、その場で掲げたり肩に担いだ

りしていただきますよう、ご協力お願致します。 

◆風や雨など悪天候の試合においても基本的にはバンデーラを使用し

ます。ご理解いただけますよう、よろしくお願致します。また、強風や大

雨などの危険を伴う状況では使用しないこともございますので、ご了

承ください。 

◆掲出エリアでは視界が遮られることや、雨で濡れたバンデーラが当たる

こともございます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますよう、

よろしくお願致します。 

◆その他のケースにおいても、周囲の方々が気持ちよく応援出来るよ

う、十分に配慮してのご使用をよろしくお願いし致します。 

 

 

ホームゲームでのバンデーラの掲出エリアにつきましては、以下の図の点

線内となります。南ゴール裏で応援される際はご参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンデーラは、ゴール裏の応援をより良いものにするために必要なアイテ

ムと認識し使用しております。安全に配慮して使用するのはもちろんです

が、同時に応援の熱を更に高められるよう、掲出エリアにいらっしゃる皆

様と共に盛り上げていければと考えております。今後もバンデーラを使用

した応援にご協力いただけますよう、お願い致します。 

 

また、ULTRAS MATSUMOTOバンデーラ班では、一緒にゴール裏を盛

り上げる仲間を募集しています。興味のある方はULTRAS 

MATSUMOTOメンバーにお声掛けください。 

【ULTRAS MATSUMOTO バンデーラ班】  

バンデーラの取り扱いについて 

 いつでも行ける地元の観光地に意外と行ったことがないのと同じよう

に、いつも行ってるアルウィンで一度も観戦したことがない席種がある、と

いう方は多いのではないでしょうか。スタジアムにはゴール裏、メインスタン

ド、バックスタンドと様々な場所があります。今回は実際にそれぞれのスタ

ンドで観戦したことがある方にその魅力や特徴を聞いてみました！ 

 

■メインスタンド 

屋根下だと雨でも安心 / 指定席だと座席確保の心配をしなくていい / 

スタジアム全体を満遍なく見渡せる / ベンチに帰ってくるとき、たまに選

手が声援に反応してくれる / イベントなど目の前で見ることができる 

 

■バックスタンド 

観やすくて安いのでコスパ的には最高 / アウェイ寄りだと比較的すいてる 

 / ディフェンスラインの駆け引きとかがすごくよくわかる / グルウィンが近

い / 午後でも日向なので冬場は暖かい 

 

■南ゴール裏 

ガッツリ応援するならここ！ / 自由に思いっきり感情を表現できる / 目

の前でゴールが決まったときのカタルシス / 敵のゴール裏と向かい合うの

でテンション上がる / 場所によって雰囲気が違って面白い 

■北ゴール裏 

山雅サポの応援を正面で体感できる / 選手が近くに来た時の自分たち

が支えてる感が良い / Awayサポがすぐ近くにいるので燃える / まったり

観戦することもできる / みんな楽しんでる感じで雰囲気は良い 

 

■エキサイティングピッチシート 

とにかく選手が近い / 競り合いの迫力が凄い / 選手がどれだけ走って

るかが分かる / 選手の表情や試合中のチームの雰囲気まで分かる / 

応援をピッチ目線で体感できる 

 

 今回、様々な観戦スタイルの方々に話を聞いて思ったことは、観戦場

所次第で思った以上に違う視点・楽しみ方があるということです。 

 長い間同じ場所で観戦していると、何となく合わないなという出来事が

あったり、マンネリを感じてしまうこともあるかもしれません。そんな時、惰

性でイライラを溜めこみながら通い続けたり、アルウィンに来ることをやめて

しまったりすることは、決して幸せなことではないと思います。 

 そんなときは、ぜひ別の席種を選び、違う視点から観ることを試してみ

てください。そこにはきっと、いつもと似て非なる体験と感動があるのだと思

います。その場所が自分に合っているなら住民になってしまうのも良し。

元の場所が恋しければリフレッシュして戻ってくるのも良し。何を楽しむか

は自分が決めることです。 

 アルウィンはどんな席でもサッカーを満喫することができる、良いスタジア

ムだと思います。そんなアルウィンを隅々まで味わっていきましょう！ 

アルウィンを楽しもう！ 

はじめまして。山雅を語るフリーペーパー『mido-maga(ミ

ドマガ)』です。タイトルは「緑のマガジン」と見せかけて

「(み)んな(ど)う思ってるの？や(まが)のこと。」の略です。

どうぞよろしくお願いします。▼さて、価値観だとか方向

性の違いだとか、何かと話題が絶えない昨今ですが、

皆さんどうお過ごしですか？周りの人が何を考えてるか

分からなくて、何となくギスギスしたりしてませんか？遠い

目をして「あの頃は良かった…」とかつぶやいちゃったりし

てませんか？▼mido-magaは、そんな山雅界隈にみん

などうよ？と問いかけ、一人ひとりの思いを引き出し、

知ってもらうお手伝いをするためのフリーペーパーです。

今はUMメンバーが主な書き手となっていますが、いずれ

はボーダレスに色んな立場の人が書ける媒体になれば

いいなと思っています。ご興味のある方はぜひお声掛け

ください。▼記念すべき第1号ですが、わりと今を憂う内

容になっています。これはあらかじめ示し合わせた訳で

はなく、結果的に記事を揃えてみたらそうなったのです

が、それだけ現状に思うところがある人がいて、良い方

mido-maga 編集後記 向に変えていきたいと願っている、ということなのだと解

釈しています。▼今直面している窮屈さや、ふんわりと

迫る閉塞感に対して、サポーターにどれだけのことができ

るかは分かりません。しかし、お客さんを気取って見てい

るだけというのは、僕らのやり方では無いだろうと思ってい

ます。このフリーペーパーもほんの些細な企画ではありま

すが、それでもできることはやっておきたく、なんだか色々

なんとかしたいよね、という気持ちを分かってくれる方は、

一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。 

【小松洋平】 


