
●リーグ戦を 6勝 3敗で迎えた 10 戦目。

  チームの状態は岩田選手からみていかがでしょうか。

怪我人等も出てきている中で、着実に勝ち点３を積
み重ねることができているのでチーム状態は良いと
思います。
中盤戦以降こそがチーム力の真価を問われるかと思
います。

●現在 JFL4 連勝と波に乗っている武蔵野ですが、

  勝ち切れている要因は何でしょうか。

攻撃の決定機の際にしっかり得点できていることだ
と思います。

●岩田選手は今シーズンで武蔵野在籍 10 年が経ちまし

  た。

  この武蔵野で過ごしてきた 10 年で印象深かった出来

  事は何ですか。

2012 年の天皇杯ベスト 16まで勝ち上がったことで
す。
結果を出すことの重要性、注目度、周囲への影響等を
肌で感じることができました。

●JFL 通算 300 試合出場という大きな記録がかかって

  いるシーズンですが、11 シーズンで 300 試合（年間

  27 試合以上出場）出場するための秘訣は何ですか。

先ずこの年齢までサッカーを続けさせてもらえる環
境があることが大前提です。
サポーター、スポンサーの皆様、職場の方々や家族
のご配慮・ご支援があってこそなので感謝申し上げ
ます。個人的なところの秘訣では、メリハリと大き
な怪我をしないことだと思います。

●最後に一言どうぞ！

最後に「良いシーズンだった」と思ってもらえるよ
う毎試合全力で頑張ります。
引き続き、温かいご支援・ご声援を宜しくお願いい
たします。
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ＭF ７ＭF ７

岩田 啓佑岩田 啓佑
円設試合結果前節試合結果前節試合結果

KICK
OFF!13:006.9

第２１回ＪＦＬ第１０節

ＶＳ 松江シティＦＣ[武蔵野陸上競技場］

2019

SUN

Ｊリーグ百年構想クラブ

MatchDay
Program

7VOL.

MDP

注目 POINT ❶

注目 POINT ❷

東京武蔵野シティＦＣオリジナルグッズが
　　　　　　１０％ＯＦＦ → １５％ＯＦＦに！

２０１９シーズンより割引率がＵＰ！

２０１９シーズンのホームゲーム全試合無料！

手数料不要な会場入会がおトクです！
詳しくはこちら▶▶

2019 シーズン後援会募集中！2019 シーズン後援会募集中！2019 シーズン後援会募集中！

現在順位３位３位 /16チーム中
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アスリート飯

次節試合情報 NEXT GAME INFORMATION

イベント情報 EVENT INFORMATION 新加入選手紹介

[時間] 14:45　[場所] コミュニティデッキ

東京武蔵野シティ東京武蔵野シティ FC オフィシャルホームページでイベント詳細をアップ致します。お楽しみ☆

入場ゲート付近に選手が登場します。

写真を撮ったり、 サインを貰ったり選手と交流

して頂けます。

ぜひ選手の顔と名前を憶えてくださいね！

お子様に大人気のかえっこ♪  おもちゃが沢山あり、 お子様が喜ぶこと間違いなし！

対戦相手の松江シティ FC にちなんで
島根県の特産品がムサリクに登場！
どのようなものが販売されるかはお楽し
みに☆
この機会に島根県を知って感じてみて
ください！

お好み焼き、 もんじゃ焼き、
たこ焼きのいいところ取りの
新感覚、 新食感な食べ物
です。
武蔵野陸上競技場の北門
ゲートに出店いたします！

今シーズンよりプロカメラマンが撮影した選手のプレー
写真やオフショットなどを販売しております。
選手の迫力ある表情をご覧頂けますので、
お気に入りの選手をチェックしてみてください！ 詳しくはコチラから。

前所属

テゲバジャーロ宮崎

神奈川県 出身

ニックネームは

“ＳＡＷＡ”

前座 親子かけっこ教室

ムサリクキッズスタジアム

東京武蔵野シティ FC 交流会

かえっこ

オフィシャルフォトレコ販売中

木下　喬任　　布施　公章　　松島　栄樹

他1名（希望により、お名前は非公開）

株式会社 エールライフ

吉祥寺第一ホテル

社会福祉法人 親の家

株式会社 キュービック
株式会社 協栄

公益社団法人 武蔵野青年会議所

東山建設 株式会社

株式会社 平沢商会
株式会社 平沢商会

株式会社 安藤商事

株式会社 たすかけ

株式会社 たすかけ

東山建設 株式会社

武蔵野タワーズモール
武蔵野タワーズ団地管理組合・ゆかり眼科
三菱地所コミュニティ 株式会社・メガロス三鷹店

関東バス 株式会社

株式会社  ソーシオ

HAIR & MAKE ZEST（吉祥寺
・立川・八王子・中野・三鷹）

酒屋 大阪屋

株式会社 佐田

西鉄旅行 株式会社

GALLERY・２　吉祥寺店 学校法人 武蔵野東学園

三鷹キッチン 男の晩ごはん

株式会社 武蔵野

巧芸印刷 株式会社

ニュースサービス日経吉祥寺・
吉祥寺南・三鷹・小金井

シズラー三鷹店

ジャンボエンタテイメント合同会社

ジャンボエンタテイメント合同会社

OFFICIAL SPONSOR オフィシャルスポンサー

UNIFORM SPONSOR
UNIFORM SUPPLIER

TRAINING WEAR SPONSOR

AREA PARTNER CLUB PARTNER
服部整骨院/アスリートサポートシステム

ACADEMY PARTNER

せきざわ接骨院

OFFICIAL TREATMENT SPEACE

新千代田総合法律事務所
田中公認会計士事務所

司法書士法人　As birds

三鷹武蔵境通り法務行政書士事務所

LEAGAL ADVISER

UNIFORM SPONSOR

ユニフォームスポンサー

PITCH BANNER SPONSOR ピッチバナースポンサー SPONSOR スポンサー

SUPPORTING COMPANY サポーティングカンパニー

OFFICIAL CLUB PARTNER オフィシャルクラブパートナー

案内図

ムサリクマルシェ

アスリート飯

串物（豚、つくね）NEW
たこ焼き
わたあめ
エレファンタジスタ唐揚げ
フライドポテト
ミニこはなバーガー（カツ、ツナマヨ）
ブラジル料理
（ぐるぐるソーセージ、コロッケ、サンドウィッチ）

ビール
氷結
プロテインスムージー
アイスコーヒー
りんごジュース
缶ビール、ハイボール
ソフトドリンク　など！

NEW NEW

など、ぜひ一度のぞいて見てください！

詳しくは
こちらを見てね！

※税込価格となります。

武蔵野シティ賞 オリジナルタオルマフラー （１名）

男の晩ごはん賞 男の晩ごはん１か月フリーパス （１名）

武蔵野市サッカー協会賞 ギャラリー 2 商品券 1000 円分 （１名）

吉祥寺東急 REI ホテル賞 吉祥ダイニングお食事券 10,000 円分 （１名）

YONEX 賞 YONEX オリジナルタオル （１名）

オリジナル

売　店

ハーフタイム抽選会

[時間] 11:30~14:30 [場所] 入場ゲート内スタンド

にほんばし 島根館 ばくだん焼き

[時間] 11:30~14:30 [場所] 入場ゲート内スタンド

[時間] 11:30~14:30 [場所] 入場ゲート内スタンド

[時間] 11:30~14:30
[場所] 北門ゲート

[受付時間] 11:30～12:50

[時間] 10:30～11:30

2019シーズン 
オーセンティック
　　　 ユニフォーム

￥11,800￥11,800￥11,800

2019シーズン 
ユニフォーム型
　　　　キーホルダー 

￥９00￥９00￥９00

SALE 昨シーズンモデル
ユニフォーム型
キーホルダー

￥４00￥４00￥４00

[時間] ハーフタイム 
[場所] 入場ゲート内スタンド

※景品は変更される場合があります。

澤野 康介
SAWANO　Kosuke
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総合受付

⇐北門ゲート

C

D

当日券売り場

ムサリクキッズスタジアム受付

ブラジル料理

ムサリクマルシェ

G

F にほんばし島根館

グッズ売店

受
付

武蔵野市立武蔵野陸上競技場

６/23（日）
15:00KICK OFF
武蔵野陸上競技場

ミニサッカー大会開催YONEX
プレゼンツ

今後も楽しい前座イベントを企画していきますので、ホームページを要チェック︕

ヴィアティン三重ヴィアティン三重
H

H かえっこ

I ばくだん焼き（北門ゲート）

詳しくは、HPをご確認
下さい！

おすすめ！

https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/227613
http://www.shimanekan.jp/
http://www.bakudanyakihonpo.co.jp/fan/index.html
https://www.athletesupportsystem-net.com/tmc-goods
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/245561

