
●前節に 5試合ぶりの勝利を飾りました。

　チームの状態は高選手からみていかがでしょうか。

調子は良いと思います。

少し勝ちから遠ざかっていましたが負けていなかったので、

勝ち点を少しでも積み上げられていたのはチームとしてプ

ラスなことだと思います。

●これまで 14 試合中、敗戦は 3試合と『負けない試合』が

　多いですが、要因は何でしょうか。

攻撃面では、今治戦以外しっかり得点を取れていることが

負けていない要因だと思います。

守備面では、全員が最後のところで体を張れていることで

決定機を防げているところだと思います。

●高選手は現在、全試合フル出場とチームに欠かせない存在

　となっています。

　どういったことが、起用につながっていると思いますか。

練習から常に 100% で取り組んでいて、運動量と守備の面

で評価されて起用されているのかなと思います。

まだ得点やアシストができていないので、ボランチの自分

が攻撃面でも結果を残せるようになればチームも勝てる試

合が増えるかなと思っているので攻撃でも貢献します！

●トレーニングが OFF の時に必ずやることや OFF のルーティ

　ンワークはありますか？

特にルーティンではないですが、OFF の日でも軽く体を動

かします。

あとは何も気にせず食べたい物を食べます。

●最後に一言どうぞ！

今日のホーム戦でリーグの半分が終わりますが、応援して

くれている皆様のおかげで上位をキープできていると思い

ます！

残り半分、みなさんにまた来てもらえるような試合を毎試

合お届けするので、是非たくさんのお友達連れて来てくだ

さい！

みんなで Jリーグに行きましょう！

THE“VOICE”
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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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東京武蔵野シティお楽しみ☆

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。

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

ブリオベッカ浦安

神奈川県 出身

ニックネームは

“じゅんや”
“ごっちゃん”

縁日×サッカーで楽しむ日曜日

[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

社会福祉法人 親の家

有限会社 さくらハウジング

吉祥寺第一ホテル
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 安藤商事

アトリエセヴン

株式会社 たすかけ

株式会社 たすかけ

東山建設 株式会社

二葉栄養専門学校

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 Office Breath

HAIR & MAKE ZEST（吉祥寺
・立川・八王子・中野・三鷹）

GALLERY・２　吉祥寺店

株式会社 佐田

西鉄旅行 株式会社

三鷹キッチン 男の晩ごはん

株式会社 武蔵野

学校法人 武蔵野東学園

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

株式会社 平沢商会

株式会社  ソーシオ

酒屋 大阪屋

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

RB-SOUL
三鷹通りにて活動中のダンススクールRB-SOULです。
小学生を中心に、3歳から中高生までのキッズダンサーが大活躍中です！
楽しい仲間募集中です！
一緒に楽しくダンスしましょう♬～Let’s Dance Together!!!～
今日は「東京武蔵野シティFC」の勝利を願って！一生懸命踊ります！
応援よろしくお願いします！

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] 14:40~14:47 [場所] ピッチ

[場所] 入場ゲート内スタンド
[時間] 12:00～16:30

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。

後藤 準弥
GOTO Junya

MF 26

メインスタンド

入場口
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青森物産展

射的

かき氷

【縁日×サッカーを楽しむ日曜日 協力団体】

・おはしごはん ・Ond
・MIDORINO ・風のすみか
・㈱ネクストローカル ・自然派ストレート＆ロゴクッキー
・アウボラーダ ・ｋaekko
・あおもり北彩館
・イトーヨーカドー武蔵境店
・武蔵境自動車教習所
・２６K Breｗeryかえっこ

すいか割り ※開催時間 13:00、13:30、14:00

ムサリクマルシェ

ムサリクマルシェ

ムサリクマルシェ

キッズスタジアム

ヨーヨーすくい

金魚すくい

ブラジル料理

（アスリートおにぎらず、アスリート唐揚げ、こはなバーガー、
　フライドポテト、たこ焼き、焼きとうもろこし、カナッペ、わたあめ）

（クラフトビール、自然派ストレートジュース）

（地元野菜販売、クッキー、天然酵母パン、ソフトドリンク、ワイン）

武蔵野市立武蔵野陸上競技場

９/１（日）1８:00KICK OFF
味の素フィールド西が丘

前座 東京武蔵野シティ FC ミニサッカー大会 [時間] 12:30～13:30

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︕

【LINE UP】

・クッキー
・青森物産展
・酵母パン
・かき氷
・ブラジルフード

・ソーセージ
・わたあめ

・カナッペ

・焼きとうもろこし

・たこ焼き

・フライドポテト

・こはなバーガー

・アスリートおにぎらず

・アスリート唐揚げ

≪FOOD≫

・各種ソフトドリンク

・ワイン
・クラフトビール

≪DRINK≫

・金魚すくい
・ヨーヨーすくい

※開催時間 13:00、13:30、14:00
・かえっこ

・スイカ割り

≪EVENT≫

FCマルヤス岡崎FCマルヤス岡崎
詳しくは、
HPをご確認
下さい！

ムサリクキッズスタジアム [受付時間] 13:30～14:50

詳しくは
こちらを見てね！

総合受付当日券売り場

https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/251711
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/227613
http://www.rb-soul.com/
https://www.athletesupportsystem-net.com/tmc-goods
https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/245561

