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2002年4月10日。北信越リーグに所属して

いた山雅クラブの方々と10年ぶりくらいに再

会して、「将来的にJリーグを目指したい」って

話を聞いた。普通に考えたら、絶対無理で

しょ！で終わっていたかもしれないけど、なぜ

か俺には、満員になってるアルウィンをイメー

ジする事が出来た。 

当時の山雅に関わる方々が、Ｊリーグを目指

すという大きな決断をして、そこから今の松本

山雅FCに繋がっていく訳だけど、その頃の山

雅は、歴史があるとはいえ、毎年、県リーグ

に降格しそうで、ギリギリなんとか北信越リー

グに残留しているような、とても大変な時期

だった。 

翌年、手探りの状態でULTRAS 

MATSUMOTOを立ち上げて、1人ずつでもサ

ポーターを増やしていこうと、色んな事を必死

で考えて、行動して、本当に少しずつだけど

仲間が増えていった。2004年にはクラブの運

営組織ASPが立ち上がって、ボランティア組

織のTEAM VAMOSも出来て、クラブとしても

少しずつ成長してきていたけど、当時は予算

もないし、本当に何にもなかった。今では考

えられないけど、Jリーグを目指すっていってて

も、暗い照明な上にボコボコの土のグラウンド

で、陸上用のトラックのロープに足を引っ掛け

て怪我をしてしまう選手もいたり、スポンサー

ボードの紙とかも俺が印刷して、山雅OBの

方が作ってくれたボードに両面テープで貼り

付けたり、来場者向けの抽選プレゼントの選

手カードをサポーターが手作りで作っていた

り、ホームゲームの準備をしてから応援を始

めたり･･･。何もなかったからこそ考えて、工夫

して、いろんな人達と協力して、支えられて、

人と人の繋がりがまたその繋がりを大きくして

いって、関わる人がどんどん増えていったから

こそ、今の山雅があるんだと思う。 

「自分がやらなくても他の誰かがやるでしょ」も

し、そんな受動的な考えの人達ばっかりだっ

たら、ここまでにはなってないはず。それは今ま

でも、そしてこれからも、とても大事な部分だ

と思う。最近はクラブも少しずつ成長して大き

くなってきて、出来る事も増えてはきているけ

ど、クラブがなんでも与えてくれて、なんでも

やってくれるって思うのが当たり前になったら、

どんどんダメになっていくんじゃないかな。勘違

いしちゃいけないのは、山雅は潤沢な資金

力のある親会社がいる訳でもないし、ビッグク

ラブでもない。自分の愛するクラブは、他の誰

でもない自分自身が能動的に関わって支え

山雅らしさ。 
ていかないと。そうやってきたからこそ、今の山

雅があると思うし、その方が絶対楽しいで

しょ？だから、むしろクラブがいろいろやり過ぎ

たり、与え過ぎない方が良いと思う。そうする

事で、サポーターはいろんな事にどんどんチャ

レンジして、失敗もするだろうけど、その方が

もっと成長していけると思うし、結果的にクラ

ブを成長させる事になると思う。 

今、個人的に夢描いてるのは、スタジアムに

来る人「全員」が山雅の為に出来る限りのサ

ポートを考えて行動して、「いつでも」選手が

良いプレーをしやすい雰囲気や環境を作り

出す事が出来るスタジアム、そんな山雅愛の

溢れるスタジアムになったら物凄いパワーにな

るだろうし、相手チームは嫌だろうから、きっと

勝率も上がるはず？そうなったら凄いと思う

し、俺達なら出来るはず！ 

最後に、ここまで山雅が成長してこれたの

は、山雅を応援したい！支えたい！という一

心で、多くの人が山雅に関わってくれたから。 

あらためて山雅のサポーターになってくれてあ

りがとう。そして、これからもよろしく！ 

【疋田幸也】 

ゴール裏は何を目指す。 
目指すべきゴール裏。いくら考えても答えの

出ないテーマだと思います。 

ゴール裏と言っても世界中にたくさんのサッ

カーチームがありそれぞれ応援しているサポー

ターがいてその数だけゴール裏がある。勝ちに

こだわるチーム。自分の地元に存在し続ける

ことを大切にするチーム。チームの数だけ、本

当にたくさんのゴール裏があります。ただ一つ

共通していることは自分達が応援している

チームが好きだということ。 

そんな中で皆さんは、松本山雅をゴール裏か

ら応援するにあたり、どんな想いで応援して

いますか？どんなゴール裏を目指しています

か？ここからは僕個人の想いを書き連ねてい

きます。 

ここ最近のゴール裏、なんとなく元気ないよう

に感じてて昨年J1に行けなかったからなの

か、負けが先行したためなのかわかりません

が、もっとできると思うんです。 

特に失点時。同点に追い付かれた時や逆

転された時、声量が驚くくらい小さくなってい

ることにお気づきでしょうか？応援している

時って周りの声を聞くのは難しいと思います

が、少しでもいいので気にしてみて欲しいで

す。 

リードしている時や得点時はもちろん盛り上

がります。声も凄く出ています。チャンスの時

も地鳴りのような歓声が沸くことがあります。

こういう時の山雅のサポーターって本当に凄

いです。たぶん、ちょっと意識するだけでみん

な声出せるんですよ。出せるのだから、一番

声を出してほしいタイミング、失点時やピンチ

の時、ピッチで闘っている僕らの仲間、山雅

の選手たちが苦しい時にこそ、ここ一番の大

きな声で後押ししていきたいなと。 

同じユニフォームを着ている僕らは仲間だと

思っています。チャレンジしてミスしてもいい

じゃないですか。仲間のミスにああだこうだ言

いうよりも、選手達がどんどんチャレンジ出来

るように声かけましょう。そこで下手くそなんて

言われたらシュート打てる場面でも打たなく

なりますよ。そしたら次は打てよって言ったりし

てね。 

そんなことを繰り返してたら選手は僕らのこと

どう思うのか。信頼してくれなくなりそうですよ

ね。よく選手コメントで聞く「サポーターの応援

のおかげで」というフレーズは、今はまだ社交

辞令だと思います。けれど、その言葉が選手

の本心になったとき、選手とサポーターの絆っ

てできるんじゃないですかね？ 

よくプロなんだから負けたら文句言われても仕

方ないって聞きます。確かにそうです。でもお

金を払って自分の大切な時間を使ってまで

文句言うことが、本当に楽しいことですか？

文句言えなくなるくらい必死に声を出してみ

ませんか？最後の最後まで諦めずに応援し

てみせんか？僕らの声や気持ちは必ず選手

に届きます。彼らの最後の一歩を、僕らが後

押ししましょう。 

僕らは選手たちを信頼し、選手たちは「どん

な劣勢になってもうちのサポーターがいてくれ

れば大丈夫」と言うほど、お互いを信頼し合

える関係になればいいなと。負けた時も一緒

に悔しがり、勝ったときにとびきりの喜びを共

有できる、そんな支え支えられる関係になれ

れば、もっと応援にも熱が入ると思います。 

小さい子どもから年配の方まで様々な人た

ちがいる松本山雅のゴール裏。一人一人出

来ることは違うけど、みんなが全力で応援

し、楽しむことで、ゴール裏だけでなく、アル

ウィン全体、選手たち、松本山雅に関わる

全ての人が笑顔になれるはず。みんなでどん

どん盛り上げていきましょう。 

近い未来、笑顔溢れる戦えるゴール裏に

なっていることに期待です。      【やな】   



知る人ぞ知る山雅サポの裏キーワードとして、「当事者意識」とい

う言葉があります。要は「取り組んでいる物事に対して、他人事

のように振る舞うのはやめて、自分たちがやれることをやって貢献し

ていこう」ということです。あまり大声で啓蒙してはいないんですが、

何気ない行動一つでも価値観滲み出てるなあと思うことはある

し、それで何とかしてきたケースもサポーター的には沢山あります。 

例えば直近の例で言うと、大分戦の旗コレオ、ありましたよね。あ

の旗棒は新聞紙を持ち寄って手作りしたものだけど、たぶん本当

は出来合いの旗棒を用意する選択肢もあったはずです。だけど、

それだと多くの人が作業に携われず、予算的にも上がってしまう。

そこで当事者意識を使う。沢山の人が参加してもらうことで、みん

なでワイワイと作業しながら周囲の熱も上がり、更に新聞紙なら

原価タダだからコストも下げられる。そんな感じでとても大事な価

値観なんだけど…なんだけどー、たまに思うことがある。当事者意

識とか、めんどくさくないですか。 

 

他人事でなにがわるいの？ 

僕はわりと普段からサッカー見ます。山雅以外の試合もそれなり

に観戦します。そのときたまに思うんですが、サッカーって他人事で

も全然楽しめるんですよ。年に見る試合の半分は必死に緑の

チーム応援してますが、もう半分は特にどっちが勝ってもいいやっ

て試合です。それでも、この選手最近すごいなとか、このチームの

サッカー楽しいなとか、色々と楽しんでます。 

全員がそうではないと思ってるけど、サポーターって何となくそういう

他人事で楽しんでる人に厳しい人が多いのかなって印象がある

んですよ。声出して跳ねてとか、そういうのはまだ分かる。ゴール裏

はそういう共通認識を作りつつの楽しみ方がある場所だし、盛り

上げたいって気持ちも分かって欲しいなと思う。だけど、それなりに

空気読んだ場所でのんびりまったりを楽しんでる人に「ぬるい」「や

る気が無いなら来るな」「当事者意識を持て」みたいなことを言わ

れると、なにこの人って思っちゃう。 

サッカーの楽しみ方に上とか下とか無い訳ですよ。当事者意識大

いに結構だけど、別にそれを持ってるから偉いとかは無い。それ

に、他人事としてサッカーや山雅を楽しんでいる人の居場所を無

くすことは、豊かにサッカーを享受するバリエーションを一つ無くすこ

とでもある。更には、自分の中でクラブを支えてるって意識が薄く

ても結果的に支えてるって人も大勢いるので、そういう人を遠ざけ

るといつか自分たちの首を絞めるというのもある。だからこそ、当事

者であることを強制するのはあんまり良い手ではないんじゃないか

なと思ってます。 

 

それでも当事者な理由は 

それでも。そういうことを気にしながらも、当事者であることを僕らが

オススメするのには理由があります。それは、当事者には当事者

なりの楽しみ方があって、それが実はとても良いもんなんだよ、とい

うことです。 

 

｢サポーターはチームとともに闘うなかで 感動を得る。ファンはお金

を払って感動を買う。｣ 

 

これは元日本代表監督、岡田武史さんの言葉。この言葉で重

要なのは、感動を入手する過程の違いです。ファンは「買う」で、

サポーターは「得る」。いやいや、サポーターも買ってるのは同じじゃ

ん！チケットとか！って思うかもしれないけど、それでもこの言葉は

納得できるなと僕は思います。 

皆さん、働いて初めてのお給料で何か買いましたか？育ててくれ

た人への贈り物とか、頑張った自分にご褒美とか、色々あると思

います。あれ、それまでの買い物と何かちょっと違うじゃないです

か。自分の力で稼いだお金で買うという行為は、ただ単にモノを手

に入れるということではなく、そこに至るまでの積み重ねたことの思

い出や充実感、達成感なんかが付加価値になってくるんですよ

ね。それで、また明日から頑張ろうと思ったりする。若者には分か

んない例えで申し訳ないけど。 

当事者意識を持って応援することって、それと似たようなところが

あると思うんですよね。得点とか勝利とか、手に入れるものは同

じ。だけど、その手触りがどこか違う。自分が当事者で、応援を介

してその結果に貢献したんだって意識があるだけで、がらっと変

わってくる。１週間すれば次の試合に上書きされてしまうようなた

だの１試合が、自分がガッツリ関わったというだけで一生忘れず誰

かに誇らしく語れる１試合になったりする。そういう感覚は、当事

者特有のものなのだと僕は思います。 

もちろん、自分が結果を左右していると信じるからこそ、つらいこと

もあります。けどそれでも、何かを動かしてやろうと行動することは

楽しいし、それが報われた時の喜びは、それまでの苦労を全て

ひっくり返すほど大きなものです。家で見ていればストレスフリーな

のに、わざわざ弾丸で現地へ行って雨に濡れて試合に負けてボロ

ボロになって帰ってきて、それでも次の試合で何ができるかを考え

てはまた性懲りもなくスタジアムに集い飛び跳ねチャントを歌う。そ

んな人がどこにでもいるのは、たぶんそういう理由なんだろうと僕は

思います。 

 

悲劇の果てに 

2016シーズン、僕らはとても悔しい思いをしました。忘れもしない

アディショナルタイムの失点。リーグであと一つ足りなかった勝ち

点。本当に僅差で、昇格へ届きませんでした。クラブ史に残る悲

劇と言っても良いでしょう。ですが、あのシーズンから何か得るもの

があるのだとすれば、届かなかったほんの少しの距離を、誰か任せ

にせず自分が埋めようという気持ちなのではないでしょうか。選手

も、スタッフも、他の色々な形で山雅に関わっている人たちも、そ

して僕らサポーターも。誰でもどんな立場でも、当事者になること

はできます。足りなかった僅かなものを、自分で埋めに行くことがで

きます。そして、そこから掴む昇格には、きっとデカい喜びが付いて

くるんだと信じています。 

とはいえ、当事者であることは義務ではなく権利。「ならなければ」

ではなく、「なることができる」です。そして、どれぐらい当事者成分

を取り入れるかは、各々の思想信条コンディションにもよりますの

で、用法用量を守って正しくお使いください。あくまで幅広いサッ

カーの楽しみ方が肯定される中の一つとして、気が向いたらご検

討いただくことをオススメします。なかなかいいものですよ。 

【小松洋平】 

当事者意識とか、面倒だと思いませんか？  



みなさんは何を目的にアルウィンへ来ていますか？ 

もちろん山雅の勝利のため！選手が見たい！グルウィンでの

スタメシをインスタにアップしたい！などと色々あるとは思いま

す。しかし、サッカーはゴール（GOAL）が決まらないと勝つこと

はできません。 

今回はみなさんが試合中に歌って応援している「チャント（応

援歌）」 2017シーズン、第36節ホーム熊本戦までの全56得

点を振り返り、得点時に歌っていたチャント・ベスト3を調べて

みました。 

 

☆第3位☆（2ゴール） 

「PMA」 

（A金沢／高崎、H山形／高崎） 

「アウェイチャント」 

（A山口／セルジーニョ、A東京V／工藤） 

「夜空の星」 

（H横浜FC／橋内、H群馬／石原） 

「選手チャント」 

①田中隼磨（H千葉／高崎） 

②岩間雄大（A金沢／工藤） 

 

☆☆第2位☆☆（3ゴール） 

「蹴散らせ」 

（A京都／飯田、H横浜FC／高崎、H愛

媛／石原） 

「信州松本フットボール」 

（A金沢／工藤、H山形／セルジーニョ、

A町田／山本） 
 

☆☆☆第1位☆☆☆（4ゴール） 

「今こそ共に」 

（H町田／工藤、A金沢／石

原、H群馬／安川、H熊本／高

崎） 

「族」 

（A岐阜／飯田、H金沢／安

川、A町田／高崎、H群馬／高

崎） 

「松本レッツゴー」 

（H千葉／高崎、H讃岐／高

崎、後藤、A湘南／安川） 

「バモバモス山雅」 

（H横浜FC／高崎、H金沢／石

原、A名古屋／當間、H徳島／

工藤） 
 

いかがでしたか？一生懸命応援していると、得点時に何を

歌っていたのか覚えていないのではないでしょうか。ということ

は、何を歌っているかなんて、実はそんなに関係ないものなの

かもしれません。 

今日の試合もより大きな声援で、大きな拍手で、タオマフで、

旗で、応援よろしくお願いします！ 

【shioinc】 

得点時チャントランキング  

２度目まして。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。▼

今回のテーマですが、最初は昇格争い

にも絡めて「目的地」というテーマで作り

始めました。集まってきた記事がサポー

ター寄りのものが多かったので最終的に

は「支えるキモチ」に落ち着いたのです

が、「目的地」というテーマ設定でそういう

記事が集まってきたのは、目的を達成で

きるかは自分たち次第、という意識が強

く出た結果だったのかなと思っています。

▼UM代表疋田さんの記事は「最初の

一人」からここまで山雅を押し上げてき

たからこその説得力があり、初心を思い

出させてくれるものになりました。howling

やなくんの記事は応援をリードする人の

視点からの踏み込んだ内容で、最後は

やっぱりサポーターの煽りに行き着いてる

のは「らしい」なと思います。僕の記事は

タイトルで釣ってますが、最後まで読ん

でもらえればと。得点時チャントランキン

mido-maga 編集後記 グはありそうで無かった発想で面白かっ

た。こういう気軽に読める記事は増やし

たいです。▼今号はなかなかまとまらず

発行延期もあったのですが、結果的に

チームにとって一番支えが必要なタイミ

ングにお届けすることになりました。去年

があったからこそ、今年こういうタイミング

で、投げずにやれればいいなと思ってい

ます。最後は気持ち。サポーターはサ

ポーターなりに、やれることを頑張りましょ

う。それでは、恐らく来シーズンに出る

（予定）の次号でお会いしましょう！  

【小松洋平】 


