
●前節は両者譲らぬ緊張感のある試合でしたが、

　勝ち切り今シーズンの 4位以上を確定させました。

　今の気持ちはいかがでしょうか。

●水谷選手は全試合に出場し、チームトップの得点

　を決め、さらには副キャプテンとしてチームの中

　心選手として貢献しています。

　今シーズン意識して取り組んだことはありますか。

最低限の目標だった 4位以内に入れたことは、

安心しました。この数週間で色々な事があり、

精神的に安定しない中で結果を残せた事は自信に

なります。

J3に上がれない寂しさありますが、上位に位置で

きた事は素直に嬉しいです。

怪我をしないようにケアをする、身体作りする事は

やってました。

プレーに関しては監督が求めている事を理解し、

それに合わせてサッカーをする中で、自分の長所を

どのタイミングでどう活かすかを常に考えてやって

います。

●今シーズン戦最後の試合です、意気込みを教えてく

　ださい。

サッカーは勝つ事が全てなので、その為にいい準備

をする、そして最大限の努力をします。

●最後にファンへメッセージをお願いします。

今シーズンは様々な問題があり、ファン、サポー

ター、スポンサーが離れていってもおかしくない中

で、まだサポートをしてくれている方、会場に足を

運び観に来て応援してくれる方の為に、なにか心に

残る様なプレーをして恩返し出来ればと思っていま

す。応援宜しくお願いします。
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この度、悲願のJリーグ参入に向けて

クラブ・ファンがより一層 " 一心 " と

なって戦っていけるよう

「東京武蔵野シティFC後援会」を改め、

「東京武蔵野シティFCファンクラブ」

を設立させていただく運びとなりました。

今後ともご支援・ご声援の程

よろしくお願い申しげます。 詳しくはこちら▶▶

東京武蔵野シティ FC ファンクラブ設立！東京武蔵野シティ FC ファンクラブ設立！東京武蔵野シティ FC ファンクラブ設立！

現在順位４位４位 /16チーム中
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イベント情報 EVENT INFORMATION

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！

テツだってアソんでタメてモラっちゃおう！ 詳しくはこちらをみてね！

【事前申し込み制】 毎回、 楽しい前座イベントをご用意しておりますので、
　　　　　　　　　　　　 来シーズンもお待ちしております。

前節のヴィアティン三重戦に出場し、
JFL 通算 300 試合出場を達成いたしました。
皆様、 岩田選手へ温かい拍手をお願い致します。

YOUTUBE に東京武蔵野シティ FC チャンネルが登場！
ハイライト動画を配信中！
お気に入り登録をして動画をチェック☆

長年、 武蔵野の守護神として活躍

してきた GK1 飯塚選手が引退する

ことになりました。

皆様、 飯塚選手に温かい

ご声援を宜しくお願い致します。

今シーズンより戦い抜いた選手、

スタッフより皆様へ感謝の気持ちを

お伝えさせていただきます。

詳しくはコチラから。

[時間] セレモニー後

[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。
ぜひ選手とたくさん交流し
てくださいね！

 日 　時 ： 12 月 11 日 （水） 18:30 ～ 21:00

 会　 場 ： 武蔵野スイングホール　10F

アクセス ：

お申込み方法 ： 郵送済みのご案内をご参照ください

【LINEUP】

※内容は変更される場合があります。

《FOOD》
ムサリクマルシェ

ブラジル料理アウボラーダ

《DRINK》
　●ビール ●ワイン ●ソフトドリンク

《EVENT》　●射的 ●ヨーヨーすくい

　　　　　　　　 ●ガチャガチャ ●駄菓子屋

子供から大人までみんなが楽しめるお店がムサリクに大集合！

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

東京武蔵野シティ FC
　　　　　ハイライト動画配信中！

第 21 回 JFL 最終戦セレモニー＆飯塚渉選手引退セレモニー

案内図

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。

YONEX 賞
YONEX ID タグ （５名） YONEX ネックウォーマー （５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 （３名）
吉祥寺東急 REI ホテル賞 吉祥寺東急 REI ホテルお食事券 10,000 円分 （１名）

YONEX オリジナルタオル （６名）YONEX コインケース （５名）

オリジナル

売　店

ムサリクキッズスタジアム

縁日× サッカーで楽しむ週末

東京武蔵野シティ FC
サッカー教室＆かけっこ教室

ハーフタイム抽選会

岩田啓佑選手 JFL 通算 300 試合
出場セレモニー

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

[時間] 10:30～11:30 

[場所] ピッチ、タータン

[時間] 12:55 [場所] ピッチ

[時間]10:00～（なくなり次第終了）

[場所] 入場ゲート内スタンド

[受付時間]11:30-12:50

[時間]試合終了後 [場所]ピッチ

※景品は変更される場合があります。

メインスタンド

入場口
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Ａ グッズ販売

ムサリクマルシェ

キッズスタジアム

ヨーヨーすくい

射的

アウボラーダ（ブラジル料理）

ガチャガチャ・駄菓子つかみ

H わたあめ

K かえっこ

I クッキー、ワイン、豚汁、酒缶

J 夢は正夢

M 二葉栄養専門学校

L カレー

N 風のすみか

武蔵野市立武蔵野陸上競技場

総合受付

当日券売り場

スタンプラリー

2019 シーズン順位表

2019 年東京武蔵野シティ FC

スポンサー、後援会の皆様へご案内です。

得失点勝 点チーム名順 位

1 Honda FC

FC 大阪

松江シティ FC

FC 今治

ソニー仙台 FC

60

52

50

47

40

40

39

39

38

37

35

35

33

22

21

27

24

15

34

2

5

6

1

4

0

-4

-11

-5

-4

-26

-39

奈良クラブ

ラインメール青森

ヴィアティン三重

ホンダロック SC

MIO びわこ滋賀

ヴェルスパ大分

鈴鹿アンリミテッド

流経大ドラゴンズ龍ケ崎

テゲバジャーロ宮崎

2

3

5

7

8

10

11

14

15

16

12

FC マルヤス岡崎

東京武蔵野シティ FC東京武蔵野シティ FC

13

9

6

54

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）

有限会社 さくらハウジング

有限会社 ケイ・エステイト

株式会社 スタートアップスタジオ

社会福祉法人 親の家

吉祥寺第一ホテル

株式会社 キュービック

株式会社 協栄

株式会社 Ari Kwi

株式会社 たすかけ

東山建設 株式会社

二葉栄養専門学校

OFFICIAL SPONSOR オフィシャルスポンサー

UNIFORM SPONSOR
UNIFORM SUPPLIER

TRAINING WEAR SPONSOR

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 個人 スポンサー

SUPPORTING COMPANY サポーティングカンパニー

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 たすかけ

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

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

GALLERY・２　吉祥寺店 西鉄旅行 株式会社 三鷹キッチン 男の晩ごはん

HAIR & MAKE ZEST

（吉祥寺・立川・八王子・中野・三鷹）

株式会社 平沢商会

株式会社 佐田 株式会社 ハブ

ジャンボエンタテイメント合同会社

AREA PARTNER

株式会社 安藤商事

アトリエセヴン

関東バス 株式会社

株式会社 Office Breath

酒屋 大阪屋

有限会社 スポライズ

株式会社  ソーシオ 株式会社  ソーシオ

ジャンボエンタテイメント合同会社

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

OFFICIAL CLUB PARTNER オフィシャルクラブパートナー

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☆

詳しくはコチラから。

5 41

54 47

●アスリート弁当 ●こはなバーガー ●ポテト

●唐揚げ ●牛すじ大根 ●クッキー ●わたあめ


