試合前の準備にご協力ください。

十五分作戦 概要

今回の地域決勝リーグでは、前の試合との間隔が１５分しかありま
せん。そのため、第２試合となる今日と明後日は、いつも以上に迅
速な準備を行わなければ、通常のサポートが出来ないという状況で
す。せっかくこの大一番をアルウィンで迎えられるのに、中途半端な
サポートしかできないという事態は絶対に避けなければなりません。
そこで、是非皆さんの力を貸していただければと思います。つきまし
ては、作戦概要をご覧下さい。

・参加する意志のある方には、ゴール裏の横断幕の掲示や、平行し
て行われるメインスタンドでの仕掛けに協力していただきます。
・お手伝いをしていただくのは試合開始前の１５分間のみです。その
後はお好きな場所で試合をご観戦ください。
・第一試合のハーフタイムにミーティングを行います。参加者はメイ
ンスタンドコンコース、ホーム側奥のゲート２に集合してください。
・作業方法は説明しますので、初めての方も参加できます。一人でも
多くのサポーターの力が必要です！ご協力よろしくお願いします！

【２４日（土）の作戦のご案内】

【２５日（日）の作戦のご案内】

見せ付けろ！サポーターの力！

緑に染めろ！俺たちの聖地！

ゲーフラ…。ウルトラスマツモトでは、これまで多くの武器を戦いのた
びに用意してきました。その武器の全てを、盛大にゴール裏で投入
してみませんか？その圧倒的な光景は、きっと選手たちを奮い立た
せるはず。今こそ松本のサポーターの熱さを見せ付けてやりましょ
う！ゴール裏に初めて来る人も大歓迎！よろしくお願いします！！

は過去最大規模の作戦を決行します。その名も「アルウィン緑化大
作戦」です！ＵＭメンバーが、当日に緑の用紙を配布しますので、そ
れを選手入場時に掲げてください！予選ラウンド突破に向け、スタ
ジアムに集まる山雅サポーター全員の力を合わせ、選手を全力で
後押ししましょう！ご協力よろしくお願いします！

作戦概要
・グリーンフラッグ、中旗、ゲーフラその全てをゴール裏に投入しま
す。人手が多ければ多いほど見栄えが良くなりますので、是非ゴー
ル裏に来てください！
・道具はゴール裏にて配布します。数に限りがありますので、早めに
ご来場ください。
・旗を振るのは主に選手入場時や、ゴール時です。それ以外の時
は、周りのお客様の迷惑にならないよう気を付けてください。
・グリーンフラッグは１，３日目もゴール裏に置いてありますので、使
いたい方はお気軽にお持ちください！

作戦概要
・選手入場時に緑の用紙を掲げ、アルウィンのスタンドを緑に染める
作戦です。
・見栄えを良くするためには観客の密集が必要ですので、出来るだ
け詰めて座っていただければありがたいです。
・用紙がもらえなかった方は、試合前に担当者が配布に廻りますの
で、お申し付けください。
・用紙は回収しませんが、その場に置いて帰るのもＮＧです。ゴミと
いっしょに自宅へ持ち帰って各自処理してください。

All hAnds together!! アルウィン緑化大作戦
横断幕、グリーンフラッグ、中旗、そして最終戦での記憶に新しい
地域決勝予選ラウンドの最終日となるこの日、ウルトラスマツモトで

族(俺たちが松本だ！という気持ちを胸に)

２８ 矢畑 智裕(熱いハートにクレバーな守備)

オレオレ俺たち 松本バモ山雅(×２)

ヤ・ハ・タ ウォーオーゥ！ ウォーオゥ！

エリーゼ(オオオオーの部分は拳を突き上げて)

４ 尾林 陽介(中盤を支配するレジスタ)

行けよ最後まで 走れ松本

尾林 尾林 俺たちの尾林 俺たちの尾林 ラララー…

勝利をこの手に 俺たちの元に オオオオー…

５ 斎藤 智閣(ピッチをどこまでも走る！)

松本山雅コール(基本その１。大きな声で！)

人にやさしく(魂を見せて戦え！)

走る走る トモハル！ オオオー 俺たちのトモハル！

マツモト ヤマガ ●● ●● ●

６ 今井 昌太(地元出身。サイドを切り裂く！)

松本コール(基本その２。地元への愛を込めて)

気持ちは一つ 戦え山雅
失うものは無いさ 松本の魂を見せようぜ！

ＧＯショウタ！ 突き進め！ お前の力を見せてやれ！

マ・ツ・モト！マ・ツ・モト！…

終わらない歌(みんなのために歌おう！)

７ 土橋 宏由樹(チームの大黒柱)

カモン(ゴールを呼びこもう！)

俺たちの歌を歌おう！ 俺とお前と友のため！
俺たちの歌を歌おう！ 揺ぎ無き誇りのために！

オーレオー ドバシ ヒロユキ(×３)

カモンガンズ！カモンガンズ！…

ガンズ！(みんな頭の上で手拍子を)

山雅ゴール(ゴールが欲しい時に)

●● ●●● ●●●● ガンズ！

山雅ゴール ラララ ラーラーラー(×４)

輝け俺らの誇り シュウイチ！シュウイチ！
共に上を目指し行こう！シュウイチ！シュウイチ！

マ！ツ！モ！ト！

GO WEST(何度でも立ち上がれ！)

１４ 竹内 優(ガッツ溢れるプレーが魅力)

オイ！●●●(×３)マ！ツ！モ！ト！

スタンドアップ！ウィーアーターミガンズ！(×４)

We are GANS!(勝ち誇れ！)

SEE OFF(存分に荒れ狂え！)

ゴールを決めてください！俺らの竹内マ！サ！ル！
ゴールに向かって走れ！俺らの竹内マ！サ！ル！

ウィー・アー・ガンズ！ウィーアー・ターミガンズ！

止まらねえ 俺たち松本 暴れろ 荒れ狂え
ララララー… 叫び！(オイ！)歌え！

１５ 高沢 尚利(流れを変えるプレイメーカー)
タカザワー！タカザワー！俺たちのータカザワー！

勝利の街(勝ち誇り歌おう！)

１６ 宮田 潤一(地元の星。俺らのアイドル)

リボルバー(フォルツァ＝イタリア語で頑張れ！)

松本 俺の誇り 勝利の 道ゆく街
さあ行こうぜ 緑の友よ 遥かなる頂へと オオー

ミヤタ ジュンイチ ラララララー(×３)
行こうぜ俺らのミヤタ！

松本山雅フォルツァ！(×４)
はじけろ山雅 俺たちの誇り GO！GO！LET’
S GO！

＜プレイヤー＞
１ 大野 恭稔(愛称はディーノ。山雅の守護神)

１９ 中村 隼人(ピッチを掻き回す！)

O.P.KING(拮抗した展開の時に)

ディーノディーノ！ディーノディーノディーノー！

オオオッオ オオオオ 松本山雅(×２)
戦え山雅 俺たちの山雅(×２)

２１ 三栗 寛士(ガッツ溢れるセービング)

バモバモ(バモス＝スペイン語でさあ行こう！)

２ 金澤 慶一(超攻撃的サイドバック！)

バモバモス山雅(×２)バモス山雅(×２)

金澤慶一(×２)俺たちの金澤慶一！
金澤慶一(×２)俺たちのケーイチ！

ULTRAS MATSUMOTO

コール＆ソング

中央線(入場時に。マフラーを回せ！)
オーオオオオオー(×２)勝利を目指して さあ行くぞ山雅
走り出せ 松本山雅 掴み取れ 今日の勝利を

カーナバル(○○の部分は試合をする場所)

ミークーリー オーオオッオ(×３)オオオオオー･･･

オーレー(×５)○○に響かせる
俺らの歌を ウィーアーガンズ！

３ 吉田 匡良(攻守良しの大型サイドバック)

蹴散らせ(○○は対戦チーム名)

１３ 三本菅 崇(鉄壁のＤＦ。俺たちのサンボン)

いけいけ松本 勝利を信じて 蹴散らせ○○ 俺らと共に

サンボンスゲ！(×２)俺たちのサンボン！

緑の勇者(前向きに歌おう！)

１７ 石川 航平(常に前へと突き進む！)

共に走れ 戦え山雅 勝利目指し 緑の勇者 バモス！

オオオオオ オオオオ オオオオー 石川航平！(×２）
イシカワー！イシカワー！イシカワー！

日曜日よりの使者(定番。みんなで歌おう！)
松本山雅の 選ばれし者たちよ
勝利を掴もうぜ シャララーラララララー

マッサGO GO! マッサGO GO! マッサGO GO GO!

１８ 川上 耕平(ディフェンスタワー。守備の砦)
川上耕平 お前が砦さ！ 勝利のために 強く強く！

８ 小澤 修一(魅惑のテクニシャン)

ＧＯＧＯハヤト ＬＥＴ‘Ｓ ＧＯ！風切って突っ走れハヤト
ＧＯＧＯハヤト ＬＥＴ‘Ｓ ＧＯ！夢乗せてゴールを目指せ

９ 保利 祐介(決めろ！ヤスゴール！)
勝ちたいときにはヤスゴール！
ヤスヤスヤスヤスヤスゴール！

１０ 白尾 秀人（山雅のエースストライカー！）
オーオーオオーオオ 白尾ゴール！白尾ゴール！

１１ 片山 真人(愛称はガチャ。山雅の大砲)
カタ！ヤマ！ガチャゴール！カタヤマ！ガチャゴール！

２０ 佐々木 惇(高速かつ精密な技巧派ＦＷ)
アツシゴール アツシゴール アツシが決めるのさ！

We are サポーター大歓迎！！
Gans! ウルトラスは仲間を常時募集しています。
興味のある方はお気軽にゴール裏まで！

