
今から17 年

前、日 韓 共 催

サッカー W 杯

を翌年に控え

た 2001 年に

県 内 初となる

高規格の球技

専用スタジアム

として信州スカイパーク内に誕生した総合球技場「アルウィン」。

数々の名試合、そしてドラマを生み出してきたスタジアムは、この

10 月より「サンプロ アルウィン」として新たな歴史を刻むことと

なりました。そのサンプロ アルウィンをホームスタジアムとして

2012 年から J リーグの舞台で活躍するのが、松本市に拠点を置

くプロサッカークラブ 松本山雅 FC です。

1965 年に長野県選抜の選手を中心に結成された、50 年以上

の歴史を持つチームで、「山雅」の名前は、当時の選手達がよく通っ

ていたという松本駅前にあった喫茶店からつけられました。

1975 年、北信越フットボールリーグ（全国に 9 つある地域リー

グの 1つ）の発足に伴い同リーグに加入、以来リーグ優勝など数々

の成績を残してきました。

アマチュアリーグで活躍していた「山雅サッカークラブ」がプ

ロを目指す転機となったのは 2002 年。日韓共催 W 杯の際にア

ルウィンをキャンプ地としていた南米パラグアイ代表チームの名

GK チラベルト選手の「松本にはこんなに素晴らしいスタジアム

があるのにどうして地元のプロサッカーチームがないのか ?」と

のコメントに触発され、「長野県にプロサッカークラブを !」とい

う期待が高まっていったのだとも言われています。2004 年には

「NPO 法人アルウィンスポーツプロジェクト」が設立、これを運

営母体に「松本山雅フットボールクラブ」として将来の J リーグ

加入を目指すこととなります。

2009 年には、県代表として出場した天皇杯２回戦で J1 の浦

和レッズを 2-0 で下す大金星を挙げ話題となりました。この年の

全国地域サッカーリーグ決勝大会で優勝し JFL に昇格した松本山

雅 FC は、同リーグ 2 シーズン目の 2011 年にとうとう悲願の

J2 昇格を果たします。

地域リーグ時代からアルウィンを大勢の観客で埋めてきた松本

山雅FC。そんな地域の人々の熱い期待に応えるように、2015年、

J リーグ加入からわずか 3 年で日本プロサッカーリーグの最高峰、

J1に昇格しました。

そして今シーズン、再びJ1の舞台を目指して戦う松本山雅 FC は、

リーグ戦９試合（うちホームゲーム 5 試合）を残して現在１位。シー

ズン終了時点で２位以内であれば、来シーズンの J1 自動昇格が決

まるため、この勢いのままシーズン終了まで駆け抜けて欲しい、と

地域、ファン・サポーターの皆さんの期待が更に高まっています。

今シーズン、ピッチの芝生を全面リニューアルし、今月から

「サンプロ アルウィン」

として新たなスタート

を切った総合球技場

で、再び J1 昇格の

瞬間を目撃すること

ができるかもしれま

せん！
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やま が

ゴールキーパー

地域リーグ時代から “アルウィン” でさまざまなドラマを生み出してきた松本山雅 FC

※9 月 21日時点

※

J1

J2

J3 JFL

J3 入会条件

地域リーグ

都道府県リーグ

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ
Jリーグ（プロリーグ）

アマチュアリーグ

“全国に 9 つの地域リーグがある”
北海道・東北・関東・北信越

東海・関西・中国・四国・九州

※現在、北信越リーグには
アルティスタ浅間（1 部）
FC 上田ジェンシャン（1 部）
アンテロープ塩尻（2 部）
アルティスタグランデ（2 部）
の県内 4 チームが所属して
いる。

“現在 16 チームが所属

“47 都道府県ごとにそれぞれの
サッカーリーグが存在する”

J1・J2 の入れ替え
J1リーグにおける年間順位 17、18 位のクラブが J2リーグに自動降格。
J2リーグにおける年間順位 1、2 位のクラブが J1リーグに自動昇格。
J1 リーグ 16 位のクラブと J2 リーグ 3 ～ 6 位のうち、J1 ライセンスが付与さ
れているクラブは、J1 参入プレーオフに出場。優勝クラブ（1 クラブ）が J1
に残留または昇格。ただし、J2 リーグにおける 3 ～ 6 位のクラブのうち、J1

ライセンスが付与されているクラブがない場合は、J1 参入プレー
オフは開催されず、J1 リーグにおける 16 位のクラブの降格は
無くなり、J2リーグ 1、2 位の 2 クラブのみが J1リーグに昇格。
J2 リーグ年間順位 1 位、2 位の 2 クラブに J1 ライセンスが付
与されていない場合、3 位以下の繰り上げはない。

J2・J3 の入れ替え
J2リーグにおける年間順位21、22位のクラブがJ3リーグに自動降格。
J3リーグにおける年間順位 1、2 位のクラブが J2リーグに自動昇格。
J3 リーグ 1、2 位のクラブが J2 ライセンスを保有していない場合は、
以下の通りとなる。
・J3 リーグ 1、2 位のクラブがともに J2 ライセンスを
保有していない場合は、J2 リーグ 21、22 位の自動降
格はなくなる。
・J3 リーグ 1、2 位のクラブのどちらかが J2 ライセン
スを保有していない場合は、J2 リーグ 21 位の自動降
格はなくなる。
J3 リーグ 1、2 位のクラブに J2 ライセンスが付与され
ていない場合は、3 位以下の繰り上げは無い。
U-23 チームは J2リーグ昇格対象外となる。
U-23 チームが J3リーグ1位（または）2 位の場合は、
以下のとおりとする。
・J2 リーグ 21、22 位のクラブが自動降格し、J3 リー
グにおける（U-23 チームを除く）年間順位上位 2 ク
ラブが J2 に昇格する。
U-23 チーム以外の J3 リーグ年間順位上位 2 クラブが
J2 ライセンスを保有していない場合は、当該クラブは
入れ替えの対象とならない。この場合、J3 リーグのク
ラブが繰り上がることはない。

J1・J2・J3 試合方式及び勝敗の決定
90 分間（前後半各 45 分）の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
●勝点・・・勝利：3 点、引き分け：1 点、敗戦：0 点
●年間順位の決定・・・リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを
上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
1.得失点差　2. 総得点数　3. 当該チーム間の対戦成績（イ：勝点、ロ：得失点差、
ハ：総得点数）　4. 反則ポイント　5. 抽選
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《全国の J リーグクラブ分布》
　　　J1 　　J2
　　　J3

正式名称は「日本プロサッカーリーグ」で、文字通り日本における

プロのサッカーリーグです。海外では、スポーツニュースなどでよく耳

にするイタリアのセリエ A やイングランドのプレミアリーグ、ドイツ

のブンデスリーガなどがこれにあたります。

1993 年の開幕から今年で 25 周年を迎えた J リーグ。開幕当初

は 10 チームでリーグ戦を行っていましたが、1999 年から J1・J2

の 2 部制となり、2014 年には新たに J3 が創設されました。長野

県からは現在、松本山雅 FC（J2）と AC 長野パルセイロ（J3）が

加盟しています。

     J リーグとは…

© 松本山雅 FC

J1

北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
柏レイソル
ＦＣ東京
川崎フロンターレ
湘南ベルマーレ
横浜Ｆ・マリノス
清水エスパルス
ジュビロ磐田
名古屋グランパス
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
サガン鳥栖
V・ファーレン長崎

J2

モンテディオ山形
アルビレックス新潟
栃木 SC
水戸ホーリーホック
ジェフユナイテッド千葉
大宮アルディージャ
東京ヴェルディ
FC 町田ゼルビア
横浜 FC
ヴァンフォーレ甲府
松本山雅 FC
ツエーゲン金沢
FC 岐阜
京都サンガ F.C.
ファジアーノ岡山
レノファ山口 FC
カマタマーレ讃岐
徳島ヴォルティス
愛媛 FC
アビスパ福岡
大分トリニータ
ロアッソ熊本

J3

ブラウブリッツ秋田
グルージャ盛岡
福島ユナイテッド FC
ザスパクサツ群馬
FC 東京 U-23
SC 相模原
Y.S.C.C. 横浜
AC 長野パルセイロ
カターレ富山
アスルクラロ沼津
藤枝 MYFC
ガンバ大阪 U-23
セレッソ大阪 U-23
ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
鹿児島ユナイテッド FC
FC 琉球

Ｊリーグクイズ！

…突然ですが ここで

Q1.

　

Q2.

Ｊリーグは、全ての都道府県にＪリーグチームを創る

ことを目標に掲げています。

ここで問題です。現在、まだＪリーグチーム（Ｊ１～

Ｊ３）が一つもない都道府県はいくつあるでしょう？

日本でいちばんＪリーグチームの数が多い都道府県は

どこ？
※答えは裏面にあります。

© 松本山雅 FC

　　　　　　　　　　　に改称 ―生まれ変わるスタジアムと共に―
松本山雅FCとサッカーJリーグ

3 月に開幕したサッカー J2 リーグ 2018 シーズンはいよいよ終盤を迎え、9 か月にわたるリーグ戦も残すところあと数試合とな

りました。昨シーズン終了後、竣工以来初となる芝生の全面張替を行った総合球技場「サンプロ アルウィン」をホームスタジアムとして、

2012 年から J リーグの舞台で活躍する松本山雅 FC は第 33 節（9/15）を終えた時点で暫定 1位と好調をキープしています。

今月は、長野県を代表する J クラブチームの１つである松本山雅 FC と、その活躍の舞台となる J リーグについて少し詳しくご紹

介します。ファンの方はもちろん、まだサッカー観戦をしたことがない方も、シーズンクライマックスに向け盛り上がりを見せるJ2リー

グ戦をスタジアムで観戦してみてはいかがでしょうか ?

月イチ特集
shinshu-skypark.net
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ス カ イ パ ー ク 写 真 館ス カ イ パ ー ク 写 真 館
S k y p a r k  P h o t o  G a l l e r y

　 　―スカイパークの紅葉―

花のプロムナード

もみじ

南管理棟前

陸上競技場前

2018

10
October

『花守の会』 今月のスケジュール

13 日（土）9:00 ～ 11:00

バラ園の花壇整備

7 号 P（花のプロムナードゾーン）

日　　時

内　　容

集合場所

27 日（土）9:00 ～ 11:00

花苗植え付け

6 号 P（野と花のゾーン）
※天候等により予定を変更または中止する場合があります。

参
加者募集中

https://shinshu-skypark.n
et

/

TOY BOX
信州スカイパーク
サービスセンター

TEL 0263-57-2211
お問い合わせ

オモテのクイズの答え： A1.　９県（青森県、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県、宮崎県）
A2.　神奈川県（【J1】川崎フロンターレ、湘南ベルマーレ、横浜Ｆ・マリノス　【J2】横浜ＦＣ　【J3】SC 相模原、Y.S.C.C. 横浜　の６チーム）

庭球場

やまびこドーム

体育館

陸上競技場

芝生グラウンド

アルウィン
大会・イベント名日　付 主　催

球技場

大会・イベント名日　付 主　催

14：00 KICK OFF（予定）　2018 明治安田生命 J2 リーグ 第 36 節
　松本山雅 FC  vs  愛媛 FC6（土）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

14：00 KICK OFF（予定）　2018 明治安田生命 J2 リーグ 第 38 節
　松本山雅 FC  vs  FC 岐阜21（日）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

第 97 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　準決勝
【第 1 試合】11：00KICK OFF　【第 2 試合】13：30KICK OFF27（土） 長野県サッカー協会

第 71 回長野県陸上競技選手権大会混成競技
長野オータム・トライアル 201820（土）・21（日） 長野陸上競技協会

第 61 回松本市市民体育大会秋季大会 陸上競技の部6（土） 松本市／（一財）松本体育協会
松本市陸上競技協会

第 23 回北信越高等学校新人陸上競技大会26（金）～28（日） 新潟・石川・福井・富山・長野
各県陸上競技協会

信州チャレンジスポーツ DAY 201813（土） 長野県
信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201813（土） 長野県／信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

第 4 回長野県高校 OB シニアサッカー交流大会8（月・祝） 長野県シニアサッカー連盟
長野県サッカー協会

信州チャレンジスポーツ DAY 201813（土） 長野県／信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

信州チャレンジスポーツ DAY 201813（土） 長野県／信州チャレンジスポーツ DAY 実行委員会

第 2 回長野県ジュニアオープン ダブルス大会28（日） 長野県バドミントン協会
長野県小学生バドミントン連盟

第 29 回 信濃の国 楽市楽座 ～ファミリーで楽しむ秋～
■10：00 ～16：00（予定）　入場無料

13（土）・14（日） 信濃の国楽市楽座実行委員会

第 3 回 信州バザール ～いいものは いつも 人の手で作られる～
■10：00 ～16：00（予定）　入場無料

20（土）・21（日） 信州バザール実行委員会

北信越チャレンジリーグ 20187（日）・14（日） 北信越社会人サッカー連盟

高円宮杯 JFA U15 サッカーリーグ 2018 長野県リーグ 1 部13（土）・27（土） 長野県サッカー協会

第 97 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　準々決勝20（土） 長野県サッカー協会

第 97 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　準々決勝20（土） 長野県サッカー協会

高円宮杯 JFA U15 サッカーリーグ 2018 中信リーグ 1 部27（土） 長野県サッカー協会

長野県秋季高等学校女子サッカー大会28（日） 長野県サッカー協会

平成 30 年度長野県 10 月競射会14（日） 長野県アーチェリー協会

第 97 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　3 回戦6（土） 長野県サッカー協会

第 39 回長野県各地区リーグ決勝大会7（日）･14（日）･21（日） 長野県サッカー協会

第 30 回長野県中学校バドミントン選手権大会6（土） 長野県バドミントン協会

中信エンジョイリーグ7（日） 中信エンジョイフットサルリーグ

県一般リーグ8（月・祝） 長野県ハンドボール協会

松本市中学校新人体育大会　卓球14（日）・20（土） 松本市中学校体育連盟

リバティーカップソフトバレーボール秋季大会21（日） リバティークラブ

2018 長野県秋季ジュニアテニス大会（中学生）7（日）・8（月・祝） 長野県テニス協会

第 22 回長野県山形テニス大会14（日） 長野県テニス協会

2018 全日本選抜室内ジュニア北信越予選19（金）～21（日） 長野県テニス協会

第 64 回長野県テニス選手権 MD27（土） 長野県テニス協会

※ 下記内容は主催者の都合により変更になることがございますのでご了承ください。

10月 イベントインフォメーション

■会場：陸上・補助競技場、体育館、球技場、
庭球場、相撲場、【ファミリースポーツゾーン】

【発行】　　長野県松本平広域公園指定管理者

TOY BOX　信州スカイパークサービスセンター

〒３９０-１２４３　長野県松本市神林５３００　松本平広域公園総合球技場内

TEL ： ０２６３-５７-２２１１   FAX ： ０２６３-５７-０４４４

https://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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