
FP 米村 尚也選手
勤務先 / スパ・サルーテ

Yonemura Naoya41
FP 坂井 佑駿 選手
勤務先 / 株式会社フラワーステージながの

Sakai Yushun7 FP 田口 友也選手
勤務先 / ブライト信州株式会社

Taguchi Tomoya

Match Day
Program

F.LEAGUE 2021-2022 SEASON

8

FP 青山 竜也選手
勤務先 / ブライト信州株式会社

Aoyama Tatsuya5

VS バサジィ大分17:45 KICK OFF

Vol.3

2021
 07.11Sun

14：00　 ボアルース長野フットサルスクール交流戦
　　　　　　　 ※フットサルスクール交流戦の観戦は関係者のみとなりますので
　　　　　　　　 予めご了承ください。

15：00　入場口前待機列整列開始
15：00　チケット受付オープン /当日券販売開始
15：30　一般入場開始
15：45　信州ブレイブウォリアーズ
　　　　　【信州ふるさと大使】 佐藤 託矢さんが登場！
　　　　　フリースロー対決！！ 佐藤 託矢 vsボアルース長野
１6：45　ウォーミングアップの為、チームがピッチへ登場
　　　　　※チームにより時間は前後いたします。
１7：35　選手入場
１7：42　PK始球式　信州ブレイブウォリアーズ　

んさ矢託 藤佐　】使大とさるふ州信【 　　　　　
１7：45　バサジィ大分戦キックオフ
18：25　第1ピリオド終了 (前半 )
18：27　ハーフタイムには
　　　　　 晴れプロ企画よりパフォーマンスチームが登場
　　　　　長野清泉女学院高等学校ダンス部
18：40　第2ピリオド開始（後半）
19：20

　
第2ピリオド終了（試合終了）

19：25
　
ピッチにて選手・監督インタビュー

TIME SCHEDULE

リーグが開幕して 5 試合が終了しましたが、未だ勝ち星がなく
接戦まで持ち込みながら敗戦が多くチームとしても個人として
も、非常に悔しい試合が続いています。今節はホームでの 3 試合
目、中断期間前の最後のホームゲームとなっています。必ずホー
ムで勝ってファン、サポーターの皆さんと勝利を分かち合えるよ
うにチーム一丸となって40 分間戦います！！
自分の持ち味である、1 対 1 のドリブルでの仕掛けからの左右
両足のシュートにも注目してください！！
皆さんの熱い応援をよろしくお願いします！！

相手は昨シーズン準優勝のバサジィ大分。
フィジカルや1vs1も強く、ピヴォを使った攻撃や攻守共にハー
ドワークが出来る素晴らしいチームです。
No.8 の荒牧太郎選手は皆さんも知ってる通り、昨シーズンボア
ルース長野に所属していた選手です。
しかし、ボアルース長野も負けてません！試合を重ねるに連れて
着々とチーム力が向上しており勝機は十分にあります。
厳しい闘いになることは間違いありませんが、全員で一丸とな
り、熱く、泥臭く、勝利を目指して闘います。共に闘い、今シーズ
ン初勝利を掴みましょう！！

相手は昨シーズン準優勝のバサジィ大分。
フィジカルや1vs1も強く、ピヴォを使った攻撃や攻守共にハー
ドワークが出来る素晴らしいチームです。
No.8 の荒牧太郎選手は皆さんも知ってる通り、昨シーズンボア
ルース長野に所属していた選手です。
しかし、ボアルース長野も負けてません！試合を重ねるに連れて
着々とチーム力が向上しており勝機は十分にあります。
厳しい闘いになることは間違いありませんが、全員で一丸とな
り、熱く、泥臭く、勝利を目指して闘います。共に闘い、今シーズ
ン初勝利を掴みましょう！！

相手は昨シーズン準優勝のバサジィ大分。
フィジカルや1vs1も強く、ピヴォを使った攻撃や攻守共にハー
ドワークが出来る素晴らしいチームです。
No.8 の荒牧太郎選手は皆さんも知ってる通り、昨シーズンボア
ルース長野に所属していた選手です。
しかし、ボアルース長野も負けてません！試合を重ねるに連れて
着々とチーム力が向上しており勝機は十分にあります。
厳しい闘いになることは間違いありませんが、全員で一丸とな
り、熱く、泥臭く、勝利を目指して闘います。共に闘い、今シーズ
ン初勝利を掴みましょう！！

昨シーズンから、メンバーも半数が入れ替わってしまいました
が、新しいメンバーでもそれぞれの長所を活かし、短所を補える
よう日々コミュニケーションをとり、勝利に近づけるよう努力し
ています。昨シーズン果たせなかった、ホーム有観客試合での勝
利を届けられるよう、今節も120%で闘います！
是非、応援、手拍子にて僕たちの後押しよろしくお願い致しま
す！！

昨シーズンから、メンバーも半数が入れ替わってしまいました
が、新しいメンバーでもそれぞれの長所を活かし、短所を補える
よう日々コミュニケーションをとり、勝利に近づけるよう努力し
ています。昨シーズン果たせなかった、ホーム有観客試合での勝
利を届けられるよう、今節も120%で闘います！
是非、応援、手拍子にて僕たちの後押しよろしくお願い致しま
す！！

昨シーズンから、メンバーも半数が入れ替わってしまいました
が、新しいメンバーでもそれぞれの長所を活かし、短所を補える
よう日々コミュニケーションをとり、勝利に近づけるよう努力し
ています。昨シーズン果たせなかった、ホーム有観客試合での勝
利を届けられるよう、今節も120%で闘います！
是非、応援、手拍子にて僕たちの後押しよろしくお願い致しま
す！！

中断期間前最後のホームゲームになりますので、生のフットサル
の迫力、駆け引き、熱量を楽しんでいただけたらと思います。
チームとしては厳しい状況が続いていますが、勝って皆様と喜び
を共有できるよう全力を尽くしますので、応援よろしくお願い致
します！

中断期間前最後のホームゲームになりますので、生のフットサル
の迫力、駆け引き、熱量を楽しんでいただけたらと思います。
チームとしては厳しい状況が続いていますが、勝って皆様と喜び
を共有できるよう全力を尽くしますので、応援よろしくお願い致
します！

新型コロナ感染対策について
新型コロナウイルス

接触確認アプリ（COCOA）に関して

厚生労働省が開発したCOCOAは、
プライバシーを確保しながら
新型コロナウイルス感染症の陽性者と
接触した可能性について、通知を
受けることができます。
感染拡大防止のため、ご自身の
スマートフォンへ事前にアプリの
インストールをお願いいたします。

・お並びの際は必ずマスクの着用を
  お願いいたします
・待機列での会話は極力控えて
  いただきますようご協力ください
・お並びの際はラインに沿って前後の
  お客さまと間隔を取ってお並びください

入場時の待機列では下記の
ご協力をお願いいたします

ご入場の際は下記の内容に
ご協力ください

【入場の流れ】
サーモグラフィー検温と手指消毒

⬇
手荷物検査
⬇

チケット確認（電子チケット・紙チケット）
⬇
ご入場

①ご入場の際は検温、手指消毒にご協力ください。入場口にて検温を行っております。また、会場内に消毒液の設置をしておりますのでこまめな手指消毒をお願いいたします。
②ご入場の際は手荷物検査にご協力ください。ご自身でバッグの口を開けていただき、中身をスタッフにお見せください。持ち込み不可のものを発見した場合はその場で回収させていただきます。
③電子チケット（QRコード）の読み取りを行います。紙チケットの方は券面確認後、ご自身でチケットをもぎっていただけますようご協力お願いいたします。

試合開始までの時間も
楽しんじゃおう！

須坂煎餅堂

・選手似顔絵入り
　お煎餅
・お煎餅各種

Menu

屋内
桐カフェ
・海鮮カレー
・ハンバーグカレー
・牛すじカレー
・チキンカレー
・ナポリタン
・コーヒー
・スティックカレーパン
・カレーパン

Menu

屋外
給食当番

・揚げパン各種
   さとう
   キナコ
   ココア
   シナモン
   カフェラテ　

Menu

飲食ブース

フリースロー対決！！
信州ブレイブウォリアーズ
【信州ふるさと大使】 佐藤 託矢さんが登場！

高校生を中心とする実行委員会が企画する
高校生のための晴れの舞台プロデュース企画。
本気のパフォーマンスを届けたい！人に感動を
届ける喜びや成果を発表する楽しさを再び
感じられる「場所」をつくりたい。
コロナで出番を奪われた高校生に活躍の場を！

晴れプロ企画よりパフォーマンスチームが登場！

長野清泉女学院高等学校ダンス部

ハーフタイムイベント

プレゼント抽選会!!
イベント情報

抽選対象者　 ご来場時間 一般開場15時30分～15時45分までの方が
　　　　　     対象となりますので、予めご了承ください。

当選確認　 フリースロー対決終了後に当選者を発表いたします。
　　　　　　 入場口にて配布するマッチデープログラムと一緒に
　　　　　　 ナンバーカードが入っておりますので当選者番号を
　　　　　    ご確認ください。

当選方法　抽選（来場時間 15時30分～15時45分までの方対象）

信州ブレイブウォリアーズ 様より
佐藤 託矢さんサイン入りオリジナルグッズを
プレゼント！
ボアルース長野より
全選手サイン入り2021Fリーグ公式球1球と
2020シーズンアウェーユニフォーム2枚をプレゼント！

素敵な商品
を

3名様に
プレゼント

！！

フリースロー対決！佐藤 託矢vsボアルース長野

20２1Fリーグ公式球1球&
健康ミネラルむぎ茶1本の
セットを2名様にプレゼント！

応募対象者：来場者全員 当 選 方 法：  抽　選

健康ミネラル
 むぎチャレンジ

RANKING

NEXT HOME GAME  

位
順

1
2
3
4
5
6

クラブ名

名古屋オーシャンズ
シュライカー大阪
湘南ベルマーレ
フウガドールすみだ
バサジィ大分

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

15
12
10
9
8
7

16
14
5
-1
０
2

7
8
9
10
11
12

ペスカドーラ町田
エスポラーダ北海道
立川・府中アスレティックFC
ボルクバレット北九州
バルドラール浦安
ボアルース長野

7
6
6
4
3
0

-2
-6
-8
-8
-3
-9

勝点 得
失点 2021/7/4 現在 日　　時

10月10日  （日）
※試合時間調整中

試合会場

ことぶきアリーナ千曲

対戦相手

ペスカドーラ町田

出店ブース
ボアルース長野ブース

オリジナルマスクも新登場！
ガチャガチャ再登場！

2021シーズン オーセンティック
ユニフォーム予約販売受付中！！

ぜひお買い求めください！！

A.tf.Labo
重炭酸泉入浴剤

Le CHAMPの販売！
※今回は特別に1個から
購入可能となります。

ボアルース長野
×

応援電気特設ブース
「ボアルース長野×応援でんき」が始まります！
この機会にぜひ「ボアルース長野×応援でんき」に

お申し込みください！

 BOALUZ NAGANO 2021-2022   OFFICIAL SPONSOR

株式会社キョウエイはボアルース長野を応援しています！

レーザーで切り拓く、精密板金加工の新たな可能性
精密板金加工は、当社にお任せください！

〒386-1212　長野県上田市富士山 2416 番地12( 上田市東塩田林間工業団地内 )　Tel:0268(38)8859  Fax:0268(38)8879

VS バサジィ大分
監督：比嘉 リカルド
ホームタウン：大分県大分市
活動区域　  ：大分県
公式サイト　：http://www.vasagey.com/

バサジィ大分選手一覧 （ No. Pos. 氏名 身長 cm/体重 kg ）
1
2
3
5

GK
GK
FP
FP

矢澤 大夢
村山 竜三
野口 茅斗
瀧澤 太将

186/76
186/85
177/67
172/72 

7
8
10
11

FP
FP
FP
FP

山田 凱斗
荒牧 太郎
仁部屋 和弘
森村 孝志

175/70
174/74
175/72 
173/71

15
16
17
21

FP
FP
FP
GK

吉田 圭吾
  パカット
小門 勇太
橋野　司

169/68
183/81 
179/85  
175/70

23
30
30
49
77

FP
GK
FP
FP
FP

芝野 創太
今給黎 空
酒井 遼太郎
伊藤 悠悟
ガブリエル ペネジオ

176/67 
167/68
170/65
173/68
175/71

貴賓室VIPエリア

ホームチームバナーアウェイチームバナー

関係者
以外立

入禁止
関係者以外立入禁止

関係者
以外立

入禁止
関係者以外立入禁止

ベビーカー置き場

ベビーカー置き場

車椅子可エリア

ゴミ置き場

ゴミ
置き
場

1F
喫煙エリア

ロ
ビ
ー

バックスタンド

メインスタンド

一
般
入
場
ゲ
ー
ト

女子トイレ女子トイレ

男子トイレ

当日券・招待券
総合案内

退場口

入場口  / 再入場口

再入場の際には退場口にて
お渡しするリストバンドを
お見せください。

一般入場ゲートご案内

会場内は係員の指示に従ってください。

アリーナガイド（ホワイトリング） 全席自由席2F

バイパス北臨時駐車場

ホワイトリング入口

一般用 一般用使用不可

関係者専用

関係者専用

関係者専用

一般用

一般入場
ゲート

使用不可

北・C-1~2・臨時駐車場   駐車票不要一般客
　66台＋約200台＋90台＋400 = 約728台
※一般客は 北→C-1→C-2 →臨時の順に誘導する。
※周辺道路から入場する車両は近いところへ
　誘導する。

A駐車場（ﾛｰﾀﾘｰ） スポンサー・ゲスト 22
B駐車場（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ南側） チーム・運営関係者 57
南駐車場 ボアルース・運営関係 38
北駐車場 一般客用 66
C-1駐車場（未舗装地） 一般客用 200
C-2駐車場（西駐車場） 一般客用 90
身障者駐車場（ﾛｰﾀﾘｰ脇） 身障者用 3
バイパス北臨時駐車場 一般客用 400

合計 876

駐車場名 カテゴリー 台数

約200台

正面
入口

身障者用
駐車場

サブアリーナ

メインアリーナ

N

S

W E

自転車・バイク

A
駐車場では下記注意事項を

お守りください。
● 駐車場は一般用の駐車場をご利用
　ください。 
● 使用不可および関係者専用駐車場
　への駐車はご遠慮ください。 
● 駐車場以外のアリーナ敷地内、または
　近隣での路上駐車はご遠慮ください。
● 駐車場内での事故・盗難につきましては、
　本運営側は 一切責任を負いません。
　予めご了承ください。

●新型コロナ感染拡大防止の観点から座席番号の
　記録を徹底して頂くようお願いいたします。
○指定席の方：必ずチケットは保管しておいて
　　　　　　　ください。
○自由席の方：半券、チケットのデータの保存を
　　　　　　　お願いします。
また、スマートフォンなどでの座席番号の撮影
もしくは座席番号のメモを保存するなど、ご自身が
座られた位置を把握・保管してください

駐車場のご案内・注意事項 座席番号の控えについて

2021 -2022 Division1

BOALUZ NAGANO MEMBERS 2021-2022

フットサル サッカー フットサル サッカー

4号球 (ローバウンド ) 背後からのボディコンタクトは禁止

直接フリーキックとなるファールは累積されチームで
6つ目のファールからは第 2ペナルティーマーク

からの直接フリーキックとなる

累積はなし 反則地点からのフリーキック、または
ペナルティーキックとなる

キックイン、ゴールクリアランス、フリーキック
コーナーキックは 4秒以内に行わなければならない。

相手が一度触れるか、GK がハーフウェイラインを
超えていないとGKはボールに触れられない 足でのバックパスは、手で触れられない

退場後に失点、または 2分経過すると
補充できる。 補充できない

なし あり

なし

なし

前後半各1回 (1分間 )

背後からのボディコンタクトは禁止5 号球 (U-13 以上 )

20m×40m

2m×3m

68m×105m

2.44m×7.32m

5人 11人

・いつでも交代可能 ・交代回数は自由
・交代要員は最大 9 名まで

・アウトオブプレー時に審判の許可が必要 ・一度交代した選手は戻れない
・交代要員は最大 3 名まで

20分ハーフ(プレーンイングタイム ) 45分ハーフ(ランニングタイム )

①キックイン
②ゴールクリアランス (ゴールキーパースロー )

①スローイン
②ゴールキック

ルール

ボール

ピッチ
サイズ

ゴール
サイズ

プレイヤー
数

交代

競技
時間

プレーの
再開

ルール

ファール

ファールの
累積

退場後の
補充

オフサイド

タイム
アウト

4秒
ルール

GKへの
バックパス

サッカーとの違いFUTSAL RULE

田村 佳翔
TAMURA Kasho 
1992.01.27 173/70 神奈川県

田村 佳翔田村 佳翔田村 佳翔
TAMURA Kasho TAMURA Kasho TAMURA Kasho 
1992.01.27 173/70 神奈川県1992.01.27 173/70 神奈川県1992.01.27 173/70 神奈川県

本多 　亘
HONDA Wataru
1996.09.15 165/64 千葉県

本多 　亘本多 　亘本多 　亘
HONDA WataruHONDA WataruHONDA Wataru
1996.09.15 165/64 千葉県1996.09.15 165/64 千葉県1996.09.15 165/64 千葉県

丸山 裕輝
MARUYAMA Yuki
1998.05.28 170/68 長野県

丸山 裕輝丸山 裕輝丸山 裕輝
MARUYAMA YukiMARUYAMA YukiMARUYAMA Yuki
1998.05.28 170/68 長野県1998.05.28 170/68 長野県1998.05.28 170/68 長野県

松永 　翔
MATSUNAGA Sho
1992.03.19 174/67 東京都

松永 　翔松永 　翔松永 　翔
MATSUNAGA ShoMATSUNAGA ShoMATSUNAGA Sho
1992.03.19 174/67 東京都1992.03.19 174/67 東京都1992.03.19 174/67 東京都

松原 祥太
MATSUBARA Shota
1995.03.22 172/60 埼玉県

松原 祥太松原 祥太松原 祥太
MATSUBARA ShotaMATSUBARA ShotaMATSUBARA Shota
1995.03.22 172/60 埼玉県1995.03.22 172/60 埼玉県1995.03.22 172/60 埼玉県

上林 快人
KAMIBAYASHI Kaito
1995.10.04 178/68 東京都

上林 快人上林 快人上林 快人
KAMIBAYASHI KaitoKAMIBAYASHI KaitoKAMIBAYASHI Kaito
1995.10.04 178/68 東京都1995.10.04 178/68 東京都1995.10.04 178/68 東京都

横澤 直樹
YOKOZAWA Naoki 
1976.05.16 山梨県

横澤 直樹横澤 直樹横澤 直樹
YOKOZAWA Naoki YOKOZAWA Naoki YOKOZAWA Naoki 
1976.05.16 山梨県1976.05.16 山梨県1976.05.16 山梨県

増山 太一
MASHIYAMA Taichi
1993.08.02 156/57 栃木県

増山 太一増山 太一増山 太一
MASHIYAMA TaichiMASHIYAMA TaichiMASHIYAMA Taichi
1993.08.02 156/57 栃木県1993.08.02 156/57 栃木県1993.08.02 156/57 栃木県

山口 友輔
YAMAGUCHI Yusuke
1996.12.6 170/74 千葉県

山口 友輔山口 友輔山口 友輔
YAMAGUCHI YusukeYAMAGUCHI YusukeYAMAGUCHI Yusuke
1996.12.6 170/74 千葉県1996.12.6 170/74 千葉県1996.12.6 170/74 千葉県

有江 哲平
ARIE Teppei
1998.10.10 170/60 長野県

有江 哲平有江 哲平有江 哲平
ARIE TeppeiARIE TeppeiARIE Teppei
1998.10.10 170/60 長野県1998.10.10 170/60 長野県1998.10.10 170/60 長野県

米村 尚也
YONEMURA Naoya
1993.09.28 178/73 熊本県

米村 尚也米村 尚也米村 尚也
YONEMURA NaoyaYONEMURA NaoyaYONEMURA Naoya
1993.09.28 178/73 熊本県1993.09.28 178/73 熊本県1993.09.28 178/73 熊本県

中村 亮太
NAKAMURA Ryota
1997.11.21 173/70 長野県

中村 亮太中村 亮太中村 亮太
NAKAMURA RyotaNAKAMURA RyotaNAKAMURA Ryota
1997.11.21 173/70 長野県1997.11.21 173/70 長野県1997.11.21 173/70 長野県

内堀 恒太
UCHIBORI Kouta
1997.04.30 172/66 長野県

内堀 恒太内堀 恒太内堀 恒太
UCHIBORI KoutaUCHIBORI KoutaUCHIBORI Kouta
1997.04.30 172/66 長野県1997.04.30 172/66 長野県1997.04.30 172/66 長野県

青山 竜也
AOYAMA Tatsuya
1992.03.11 175/79 福島県

青山 竜也青山 竜也青山 竜也
AOYAMA TatsuyaAOYAMA TatsuyaAOYAMA Tatsuya
1992.03.11 175/79 福島県1992.03.11 175/79 福島県1992.03.11 175/79 福島県

金須 恭弥
KINSU Takaya
1997.12.6 176/72 宮城県

金須 恭弥金須 恭弥金須 恭弥
KINSU TakayaKINSU TakayaKINSU Takaya
1997.12.6 176/72 宮城県1997.12.6 176/72 宮城県1997.12.6 176/72 宮城県

田口 友也
TAGUCHI Tomoya
1992.07.07 170/57 宮城県

田口 友也田口 友也田口 友也
TAGUCHI TomoyaTAGUCHI TomoyaTAGUCHI Tomoya
1992.07.07 170/57 宮城県1992.07.07 170/57 宮城県1992.07.07 170/57 宮城県

坂井 佑駿
SAKAI Yushun
1996.06.02 172/65 石川県

坂井 佑駿坂井 佑駿坂井 佑駿
SAKAI YushunSAKAI YushunSAKAI Yushun
1996.06.02 172/65 石川県1996.06.02 172/65 石川県1996.06.02 172/65 石川県

矢内 大介
YANAI Daisuke
1996.0 4.25 180/85 東京都

矢内 大介矢内 大介矢内 大介
YANAI DaisukeYANAI DaisukeYANAI Daisuke
1996.0 4.25 180/85 東京都1996.0 4.25 180/85 東京都1996.0 4.25 180/85 東京都

コーチ　柄沢 健   ドクター　相澤 充   チーフトレーナー　森好 拳志郎   トレーナー　堀内 遼郎   アナリスト　小林 聖コーチ　 ドクター　 チーフトレーナー　 トレーナー　 アナリスト　

2021-2022 BOALUZ TEAM STAFF

有限会社春原工業所はボアルース長野を応援しています！


