
●リーグ戦を 6勝 3敗 2分で迎えた 12 戦目。

  チームの状態は澤野選手からみていかがで

　しょうか。

チームの状態は良いと思います。

しかし、個人的には自分がゴールという形

で結果を出せてないので、満足いく結果で

はありません。

また、自分が怪我してた時期に３敗してし

まったので、責任を感じています。これか

ら挽回できるよう、取り組んでいきます。

●今シーズンから加入した、澤野選手ですが、

　開幕戦でゴールを決める活躍で、多くの試

　合でスターティングメンバーに名を連ねて

　います。

　起用の要因は何だと感じていますか。

監督が練習から伝えてることを理解して、

プレーできていることだと思います。

言われたことをやるのは当たり前でプラス

αでゴールやアシストで、もっとチームに

貢献していきたいです。

●サポーターの皆様に注目してほしい澤野選

　手のプレーは何ですか。

ゴールパフォーマンスです（笑）

●最後に一言どうぞ！

自分自身松江シティ FC 戦ですごく悔しい

思いをしたので、この悔しさを今日のヴィ

アティン三重戦にぶつけたいと思いますの

で、ご来場くださった皆さん全員で後押し、

よろしくお願いします。
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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４位４位 /16チーム中
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[時間] 16:45　[場所] ピッチ

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☆

試合後、 芝生植え込みのお手伝いをしていただけるとピッチで自由に
遊べます！
普段なかなかできない芝生植え込みのもできて、 ピッチの上でも遊べる
貴重な機会となります。
芝生植え込みのお手伝への参加方法は試合後ピッチに降りるだけです！

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

東京学芸大学

東京都 出身

ニックネームは

“りく”

前座 YONEX プレゼンツミニサッカー大会

ムサリクキッズスタジアム

芝生の上で遊ぼう

[時間] 16:45　[場所] コミュニティデッキ

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！

東京武蔵野シティ FC 交流会

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

テラキッズ三鷹 Shinys＆メガロス三鷹 HAWKS
パフォーマンス

アスリート唐揚げ
ポテト
たこ焼き
ミニこはなバーガー
（グリル照り焼きチキン、ツナマヨ）

わたあめ　
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）

缶ビール、ハイボール、ソフトドリンク　など！

★私たちは武蔵野シティFCを応援しています★
地元三鷹・武蔵野で活動するキッズチアダンスチーム
テラキッズ三鷹Shinysとメガロスクロス三鷹24HAWKSです。
選手の皆さんの力になれるような大きな応援を届けます！
どうぞよろしくお願いいたします。

【6.23限定 後援会特典】
後援会会員様限定イベント
として、 試合当日に各飲食
店でご使用いただける
『＋1クーポン券』
をお配りいたします！

NEW NEW

など、ぜひ一度のぞいて見てください！
※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 （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] 13:30~16:30 [場所] 入場ゲート内スタンド

[時間] 13:30~16:45 [場所] 入場ゲート内スタンド

[時間] 14:40~14:47
[場所] ピッチ

[受付時間] 13:30～14:50

[時間] 12:30～13:30

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。

大竹 陸
OTAKE　Riku

MF 25

メインスタンド

入場口

B

C

D

E

E

F

Ａ

A 

B

総合受付

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

F グッズ売店

受
付

武蔵野市立武蔵野陸上競技場

７/１４（日）
15:00KICK OFF
武蔵野陸上競技場

ムサリク
縁日20

19

開催予定

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︕

ラインメール青森ラインメール青森
詳しくは、
HPをご確認
下さい！

詳しくは
こちらを見てね！

おすすめ！

アスリート
　　おにぎり
アスリート
　　おにぎり

https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/227613
http://terrademy.com/shinys/
https://www.athletesupportsystem-net.com/tmc-goods
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/245561
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/245561
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/227613
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/247099
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/250062
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/250062

