
ヘッドコーチ. 倉石 圭二 (くらいし けいじ)

小学生の頃から慣れ親しんだ「西階」で記念すべきホーム開幕戦
が開催できることを大変嬉しく思います。
サポーターの皆さんの力を借りて、この県北の地から日本のみならず、
世界を驚かせるようなJリーグチームを創っていきますので、応援よろし
くお願いします！

「ヤリサセヤリサセエッサッサ！」

代表. 柳田 和洋 (やなぎた かずひろ）

記念すべきJFLホーム開幕戦をこの延岡で行うことが
でき、本当に光栄に思います。
チーム前身の「門川クラブ」からチームを率いて今年が
18年になります。サッカーを通じてこの県北を盛り上げることが、
故郷へに対しての恩返しだと思います。Jリーグに昇格するまで
「死ぬ気」で頑張ります。応援よろしくお願いいたします！

第20回日本フットボールリーグ第２節ホーム開幕戦が延岡にて開催！

ハートで戦う。そして、意地でも勝つ！！
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試合日程
3.18（日）13：00 キックオフ

VS FC大阪（昨年４位） / 延岡市西階総合運動公園陸上競技場

ヴェイッセル神戸（J1）より新規加入の田中英雄。今期キャプテンに就任
し、チームを牽引。その豊富な運動量はだてではない。無尽蔵のスタミナで
躍動するヒデを、会場でご覧あれ！

門川男児、水永翔馬がＪリーグを作るべく宮崎に帰ってきた！！今期、ツ
エーゲン金沢（J2）より新加入。エースとしてチームを勝利へ導く。凱旋
ゴールに大いに期待！

真摯にプレーし、みなさまにワクワクして頂けるよう精一杯頑張りますので、熱い応援をお願い致します。

会場の外には、うれしいスタジアムグルメ！

和太鼓道場 巴塾さん

平成19年4月に結成し
た、延岡の創作和太鼓
チーム巴塾さん。
ホーム戦キックオフに向
けて、力強い太鼓で会
場を盛り上げていただき
ます！皆様、お早めにご
来場ください♪

競技場の外では、延岡観光協会さんにご協賛いただ
き、グルメスタジアムが実現！地鶏をはじめ、延岡・県
北のグルメで皆さんをおもてなし。レジャー感覚で会場
にお越し下さい♪試合後は、選手も遊びにくるかも?!
触合いのチャンスです!!
FC大阪サポーターの皆様も延岡・県北のグルメを堪
能してお帰り下さい！
※飲酒される方は、交通手段にご配慮下さい。

延岡・県北のおいしいグルメが登場♪

雲海酒造㈱さんより
先着300名様に本格芋焼酎「木挽BLUE」

100mlペット20度をプレゼント！
（二十歳以上限定、引換券をお渡ししますので試合後に本商品と引換いたします。）

会場を盛り上げるオープニングアクト！

～テゲバ門川男児たち～



27.村尾 龍矢

(むらお たつや)

3年ぶりにテゲバに復帰。
「大魔神」がレギュラー
奪還に挑む。

38.福田 稜

（ふくだ りょう）

大阪学院大学から新加
入。195cmの超大型
GK。的確なロングフィー
ドも持ち味。

61.石井 健太

（いしい けんた）

今期、副キャプテン。
高いリーダーシップをもつ
チームの精神的支柱。

2.水島 有斗

(みずしま ゆうと)

対人の強さが持ち味の
DF。不動のＳＢとして
スタメンの座を虎視眈々
と狙っている。

1.上野山 裕己

(うえのやま ひろき)

的確なコーチングでDF
に安定をもたらす。今
年は勝負の年に。

GK GK GK GK DF

5.山下 宏輝

やました こうき）

いわきFCから新加入。
宮崎県都城市出身。
圧倒的なフィジカルが
持ち味。

3.井原 伸太郎

(いはら しんたろう)

的確なカバーリングと打
点の高いヘディングが
魅力。頼れるDFリー
ダー。

4.川上 典洋

(かわかみ のりひろ)

圧倒的なヘディングの強
さと正確な左足を武器
にする。今期も鉄壁の
DFに期待。

6.米田 兼一郎

(めた けんいちろう)

今期、副キャプテン。
豊富な経験と高い技術
でチームにアクセントを与
える。

7.手塚 昌希

(てづか まさき）

スピードに乗ったドリブル
が武器のMF。チームの
スピードスター。

DF DF DF MF MF

9.小林 拓也

(こばやし たくや)

駆け引きと裏に抜ける
スピードが持ち味のスト
ライカー。勝負強さも兼
ね備える。

11.藤岡 浩介

(ふじおか こうすけ)

縦に突破する爆発力に
磨きがかかった。ドリブル
突破からの得点も魅力。

10.水永 翔馬

(みずなが しょうま)

ツエーゲン金沢から新
加入。宮崎県門川町
出身。エースとしてチー
ムを引っ張る。

8.近藤 貴耶

(こんどう たかや)

豊富な運動量で攻
守に躍動。左足から
の正確なクロスも武
器。

13.三島 勇太

(みしま ゆうた)

アビスパ福岡から新加
入。爆発的なスピードで
得点の量産に期待。

MF FW MFFWFW

14.井福 晃紀

(いふく こうき)

フィジカルとスピードを
兼ね備えたＦＷ。相
手のリズムをことごとく
狂わす。

17.樽谷 誠司

(たるたに せいじ)

強靭な身体とテクニック
で、一瞬にして試合の
流れを変える力をもつ
頼れるＭＦ。

18.石川 智也

(いしかわ ともや)

長身を生かしたヘディン
グが持ち味のＤＦ。ロン
グスローも驚異的。

16.黒瀬 純哉

(くろせ じゅんや)

対人の強さと両足からの
正確なフィードを武器に、

相手攻撃をねじ伏せる。

15.内薗 大貴

(うちぞの ひろたか)

鹿児島ユナイデッドから
新加入。積極的な守
備でボールを奪取する。

DF DFFW MF MF

19.藤村 遼太郎
(ふじむら りょうたろう)

相手が嫌がるスペースに
泥臭く飛び込んでいく。
ゴール量産に期待。

21.宮田 直樹

(みやた なおき)

試合終盤でも落ちない
運動量が武器。今季も
チームを引っ張る。

20.澤野 康介

(さわの こうすけ)

アルテリーヴォ和歌山か
ら新加入。みる人を楽
しませるプレーが持ち味。

22.三嶋 雄大

(みしま ゆうだい)

豊国学園高校から新
加入。力強い突破が持
ち味のＭＦ。期待の
ルーキー。

23.フェリピーニョ
(ふぇりぴーにょ)

アル・ムハッラク・クラブ
（バーレーン）から新
加入。身体の強さと、
スピードで相手を圧倒。

MF MF MF MFFW

24.米澤 康太

(よねざわ こうた)

宮崎県都城市出身。
献身的なプレーが魅
力のストライカーが新
加入。

29.山下 明日翔

(やました あすか)

東海学園大学から新加
入。スピードとテクニック
を兼ね備えたドリブラー。

28.山村 欣也

(やまむら きんや)

高い身体能力が武器
の新加入選手。積極
的な攻撃参加で得点
に絡む。

25.安東 輝

(あんどう てる)

東京国際大学から新加
入。正確なテクニックと
キックで試合をコントロー
ルする。

26.中村 健志

(なかむら けんし)

宮崎産業経営大学か
ら新加入。宮崎県宮
崎市出身。無尽蔵の
スタミナが持ち味。

DFDF MFFW FW

監督.石崎 信弘

(いしざき のぶひろ)

Ｊリーグ通産最多指揮
の実績を持つ名将。昇
格請負人が的確な指
導力でＪＦＬ優勝へと
導く。

34.田中 英雄

(たなか ひでお)

ヴィッセル神戸から新加
入。今期、キャプテン。
豊富な経験と運動量で
チームを牽引。

30.羽田 昇平

(はねだ しょうへい)

大阪体育大学から新
加入。打点の高いヘ
ディングで相手ＦＷ陣
を跳ね返す。

DF MF ヘッドコーチ.
倉石 圭二
(くらいし けいじ)

門川町出身のアツい男。
高校３冠達成の勝ち運
で、チームを上昇気流に
のせる。

代表.柳田 和洋

(やなぎた かずひろ)

苦節17年でJFL昇格を
果たした、門川男児のク
ラブ代表。Jリーグへの想
いは誰よりも強い。

2018年 選手名鑑

テゲバ予想オーダー

水永10

藤岡11 安東25 近藤8

田中34 内薗15

石川18 川上4 羽田30 水島28

石井61

VS
ＦＣ大阪 大阪から３クラブ目とな

るＪリーグ入りを目指す

就任3年目の和田治雄監督率いるFC大阪。
昨年、年間通算順位4位。今期は13人の新加入選
手を迎え入れ、Ｊリーグ昇格に向けて万全の準備がみ
てとれる。開幕をホームで向かえ、大阪サポーターの声
援をそのままに宮崎は延岡にのりこんでくる。テゲバとのア
ツい戦いに期待したい！



OFFICIAL GOODS

おもて うら

しろ ピンク ネイビー

●オリジナルTシャツ（全3色）¥3,240（税込）

大人： S ・ M ・ L ・ O ・ XO
ジュニア： 130 ・ 150

●タオル 2,160円（税込） ●ステッカー 540円（税込）

横9.5cm 縦10cm
FP：しろ GK：きいろ

●レプリカユニフォーム

※レプリカユニフォームは着払いでの発送となります。お届けまで1ヶ月程度、お時間をいただきます。

年会費 サポーター特典

個
人
サ
ポ
ー
タ
ー

3,000円/一口
ステッカー1枚
ホーム戦招待チケット1枚

5,000円/一口
ステッカー３枚
ホーム戦招待チケット２枚

10,000円/一口
ステッカー５枚、タオル１枚
ホーム戦招待チケット４枚

50,000円/一口
ステッカー10枚、タオル２枚
ユニフォーム（背番号・サイン付き）
ホーム戦招待チケット10枚
ホーム戦年間パスポート

テゲバジャーロ宮崎を応援してくれるサポーター会員を募集しています！

テゲバシャーロ宮崎は、クラブスローガンを「真摯」
とし、宮崎の皆様に愛される、強いチームを目指
して真摯な戦いをして参ります。そんな私たちと一
緒に、共に戦って下さる方と、共に感動したいん
です！そして必ず夢を掴み取る！Jに上が
る！！と強い気持ちをもって戦って参ります。よろ
しければ、応援、よろしくお願い致します。

サポーター会員大募集

※募集期間：2018年10月末日まで

Fax・メール・HPよりお問い合わせ頂き、
申込み手続きをお願いいたします。

申込方法

問合せ先：テゲバジャーロ宮崎事務局
電話/FAX：0985-71-4000 メール：support@tegevajaro.comHP：http://www.tegevajaro.com/entry

ホーム戦グッズ販売コーナーにて、
サポーター会員の受付を行っております！

法人サポーターも随時募集！事務局までお問合せ下さい。

背番号あり：15,200円（税込）
背番号なし：13,200円（税込）

試合当日、入場後はチケット
の半券で外への出入りが可
能です。半券は最後までお
持ち下さい。
※入場前の切り離しは無効
になりますので、ご注意下さい。

券種 一般
小・中
・高校生

販売所

前売り 1,000 ―
● インターネット https://www.funity.jp/tegevajaro/
● ファミリーマート
※ いづれもﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ店頭のFamiポート端末にて発券

当日 1,200 500 ホームゲーム試合会場にて販売

▶ シーズンパス

一般 7,000 ―
● テゲバジャーロ宮崎ＨＰ
● ホームゲーム試合会場にて販売


