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クイズに答えて、本日の
選手集合写真待ち受けをゲットしよう！

HOME GAME QUIZ

2017明治安田生命J1リーグ  第 1  節
2017年2月25日（土）15：00 KICK OFF
ヤンマースタジアム長居

vs ジュビロ磐田

Yoichiro 
KAKITANI
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柿谷 曜一朗FW 8



̶̶ホームで迎える開幕戦について。
「選手の時もそうでしたが、監督としてもいい緊張感を持って
臨めると思いますし、ワクワクしています。どういう大会であ
っても、最初の試合が大事ですから、その1試合目でいい結果を
得られるように頑張りたいです」
̶̶実際にプレーしたこともあるヤンマースタジアム長居は
監督にとってどんな場所ですか？
「（セレッソでの現役時代に）本当に楽しくサッカーをしていた
記憶がありますし、セレッソだけの特別な雰囲気がある。そう
いった印象は頭にすごく残っています」
̶̶厳しいJ1リーグを勝ち切るために大事にしたいことは？

「まずチーム全体、選手全体の雰囲気がすごく大事だと思いま
す。若い選手が多くいるので、チームの雰囲気が崩れてしまっ
たら、一気に落ちていきかねません。そうならないよう、最大
限いい雰囲気で臨めるように準備しています。そして毎試合を
必死で戦えるよう、選手たちの体のコンディションもうまく調
整しながらやっていきたいと思っています」
̶̶最後に、サポーターの方々にメッセージをお願いします。
「皆さんの期待に応えられるよう、今年1年いい戦いができるよ
うに頑張りますので、選手全員、そして私を応援してください。
いい時も悪い時もあると思いますが、常に信じて応援してくだ
さればと思います。よろしくお願いします」

た。1年間、自信を持って戦える」と手応えを強調した。
　戦力も日本代表の清武弘嗣や守備の要マテイ ヨニッチの加入で厚
みを増した。新シーズンへ向けて気分が高揚する一方で、チームや選
手は冷静に開幕を迎えようともしている。「これまでクラブとしても
いろんな経験をした。同じ失敗を繰り返さないこと。セレッソにかか
わるすべての人が一つになって、チームの土台や方向性を少しずつ
積み上げていきたい」と柿谷は話す。遠くを見過ぎるのではなく、一
歩一歩、着実に強くなるために。ホームでの開幕戦を、そのスタート
にする。（文＝小田尚史）

　いよいよ、2017シーズンが始まる。舞台は3年ぶりのJ1。どんなチ
ームに仕上がっているのか、どんなプレーを見せてくれるのか。期待
は膨らみ、自然と胸は高鳴る。もちろん、シーズンは始まったばかり。
完成度を問うには早過ぎるが、目指す方向性の一端を感じ取れるの
が開幕戦の醍醐味だ。その点、今年から指揮を執る尹晶煥監督は始動
からタイキャンプまでは3部練も含めたコンディション作りとともに、
チームの土台となる守備のベース作りに尽力。その上で、宮崎キャン
プでは実戦の中から攻撃の形作りにも励んできた。キャンプを総括
してキャプテンの柿谷曜一朗も「どういう方向性で戦うか明確になっ

「最初の試合が大事。ワクワクしている」  監 督  尹 晶煥 

節 開催日 時間 対戦相手 会場

1 2/25（土） 15:00 ジュビロ磐田 ヤンマー
2 3/4（土） 14:00 浦和レッズ 埼玉
3 3/11（土） 15:00 北海道コンサドーレ札幌 札幌ド
4 3/18（土） 15:00 サガン鳥栖 金鳥スタ
5 4/1（土） 15:00 横浜F・マリノス 金鳥スタ
6 4/8（土） 15:00 鹿島アントラーズ カシマ
7 4/16（日） 14:00 ガンバ大阪 ヤンマー
8 4/22（土） 14:00 ヴァンフォーレ甲府 中銀スタ

明治安田生命J1リーグ 試合日程

節 開催日 時間 対戦相手 会場

1 3/15（水） 19:00 横浜F・マリノス 金鳥スタ
2 4/12（水） 19:00 ヴァンフォーレ甲府 中銀スタ
3 4/26（水） 19:00 サガン鳥栖 ベアスタ

YBCルヴァンカップ 試合日程

MATCH PREVIEW

PICK UP

PC・スマホ版（無料）でしか読めない「取材こぼれ話」や「maishima topics」を公開中！

最新チケット情報はコチラ！

YOON
Jong Hwan

MANAGER

　昨シーズン、キャプテンの負傷やJ1自動昇格消滅とい
った様々な困難に見舞われながらもJ1昇格プレーオフ
を制し、3年ぶりに“居るべき場所”＝J1の舞台へ戻って
きたセレッソ。2017シーズンはJ1で輝くべく、クラブの
レジェンドである尹晶煥を新指揮官として招聘。さらに
韓国Kリーグで2年連続ベストイレブンを受賞したマテ
イ ヨニッチや尹監督の秘蔵っ子とも言える水沼宏太ら
多士済々の新戦力を迎え入れた。そして最大の衝撃はか
つてエースナンバー「8」も背負った日本代表MF清武弘
嗣の電撃加入だ。各ポジションに実力者が揃う陣容はJ1
でもトップレベル。まさに盤石の体制を整えたと言える。
　それでも、指揮官が「9位以内」と現実的な目標を語る
ようにチームに驕りは一切ない。まずは目の前の一試合
一試合に全力を尽くして戦う覚悟だ。

　その第一歩となる開幕戦の相手はジュビロ磐田。J1復
帰初年度の昨シーズンは13位と最低目標のJ1残留を達
成。迎えた今シーズンは元日本代表の中村俊輔や川又堅
碁らを獲得し、決定的な仕事をこなすメンバーが充実し
てきた。また就任4年目を迎えた名波浩監督のサッカー
も浸透しているだけに、厳しい戦いになることは必至だ。
　それでも、セレッソも先週末の仁川ユナイテッドFCと
の練習試合を2－0、3－0と2日連続で快勝。2試合とも無
失点に抑えただけでなく、2年連続でキャプテンを務め
る柿谷曜一朗がしっかり得点を奪うなど仕上がりは順調
だ。あとは今シーズンに懸ける決意や覚悟、そして新生
セレッソのサッカーをピッチで表現し、サポーターとと
もに勝利を勝ち取るのみ。J1を舞台にした“SAKURA旋風”
は、今日この瞬間から始まる。

“SAKURA旋風”は、今日この瞬間から始まる

取材・文＝前田敏勝

一歩一歩、着実に
強くなるために



１．豆腐ラーメン 2.鉄道博物館

　桜イズムが染み渡るエースナン
バー「8」をまとう桜のリーダー。
海外経験を経て1年半ぶりに復帰
した昨年から主将を務め、個性溢
れるイレブンをまとめている。そ
の昨年は負傷離脱を余儀なくされ、
プレーできない悔しさも味わった
が、終盤戦で強行復帰。満身創痍な
がらJ1復帰という目標達成に大き
く貢献し、うれし涙を流した。

　J1でのさらなる活躍を誓う今年、
抜群のサッカーセンスを存分に発
揮するべく、クラブのレジェンドで
あり、憧れの存在でもある尹晶煥
監督のもと仲間とともにハードな
トレーニングを積み重ね、開幕へと
準備を整えた。「いいスタートを切
れるように」。そう誓う曜一朗が、
桜の最前線に立ち、ゴールを、勝利
を追い求める。（文＝前田利勝）

　真心をこめた、美味しい手作り惣菜やお弁当が人気の
「天寅」。揚げ物から鉄板焼き、サラダ類など種類も豊富
なので毎日通っても飽きません。中でも特にオススメな
のが、テレビ番組でも取り上げられた天寅名物コロッケ
サンド。自家製タマゴサラダをパンの代わりにコロッケ
で包み込んだ大人気商品です！

［住所］大阪市東住吉区駒川5-23-30
［T E L］06-6607-5931

桜の最前線に立つリーダー　 FW 8  柿谷 曜一朗

Pos. 選手名 得点

FW 杉本 健勇 14
MF ソウザ 8
MF 山村 和也 6
FW ブルーノ メネゲウ 6
FW 柿谷 曜一朗 5

2016 セレッソ大阪 得点ランキング
（明治安田生命J2リーグ）

Pos. 選手名 得点

FW ジェイ 14
MF アダイウトン 6
MF 小林 祐希 5
MF 太田 吉彰 3
MF 川辺 駿 2

2016 ジュビロ磐田 得点ランキング
（明治安田生命J1リーグ）

TODAY'S MATCH

NEXT MATCH

CEREZO OSAKA U-23 HOME TOWN SHOP

最新チケット
情報はココ！

No. Pos. 氏　名 警告
1 GK 圍 謙太朗
2 DF 松田 陸
3 DF 茂庭 照幸
4 DF 藤本 康太
5 DF 田中 裕介
6 MF ソウザ
7 MF 関口 訓充
8 FW 柿谷 曜一朗
9 FW 杉本 健勇
10 MF 山口 蛍
11 FW リカルド サントス
13 MF 丸岡 満
14 DF 丸橋 祐介
15 MF 木本 恭生
16 MF 水沼 宏太
17 MF 福満 隆貴
18 MF 清原 翔平
19 FW 澤上 竜二
20 DF 酒本 憲幸
21 GK キム ジンヒョン
22 DF マテイ ヨニッチ
23 DF 山下 達也
24 MF 山村 和也
25 MF 山内 寛史
26 MF 秋山 大地
27 GK 丹野 研太
28 DF 温井 駿斗
29 DF 舩木 翔
30 MF 大山 武蔵
31 FW 山根 永遠
32 GK アン ジュンス
33 DF 椋原 健太
34 MF 阪本 将基
35 MF 沖野 将基
36 MF 斧澤 隼輝
37 DF 森下 怜哉
38 MF 西本 雅崇
39 DF 庄司 朋乃也
40 FW 岸本 武流
45 GK 茂木 秀
46 MF 清武 弘嗣

No. Pos. 氏　名 警告
1 GK 八田 直樹
2 DF 中村 太亮
3 DF 大井 健太郎
5 DF 櫻内 渚
7 MF 上田 康太
8 MF ムサエフ
9 MF 太田 吉彰
10 MF 中村 俊輔
11 MF 松浦 拓弥
13 MF 宮崎 智彦
14 MF 松本 昌也
15 MF アダイウトン
16 FW 齊藤 和樹
17 MF 清水 貴文
18 FW 小川 航基
20 FW 川又 堅碁
21 GK カミンスキー
22 MF 松井 大輔
23 MF 山本 康裕
24 DF 小川 大貴
25 DF 大南 拓磨
26 MF 藤川 虎太朗
27 MF 荒木 大吾
30 MF 上原 力也
31 GK 志村 滉
33 DF 藤田 義明
34 MF 針谷 岳晃
35 DF 森下 俊
36 GK 三浦 龍輝
38 MF 伊藤 洋輝
40 MF 川辺 駿
41 DF 高橋 祥平

vs

TODAY’S KEY PLAYER

2017年3月12日（日）14:00キックオフ（キンチョウスタジアム）

vs グルージャ盛岡
©2004 I.A.C

NEXT HOME GAME

セレッソ大阪 ジュビロ磐田

出場停止選手　なし

出場停止選手　なし

※1試合平均値。（）内はリーグ順位
※2016シーズンのデータです

※2種登録選手
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TEAM STATS

1.5（3） ゴール 1.1（13）
12.9（3） ドリブル 10.5（16）
17.0（4） クロス 16.2（6）

487.1（4） パス 413.3（15）
2.6（8）インターセプト 2.3（18）

20.4（22） クリア 23.8（8）
19.3（12） タックル 20.9（11）

12.8（1） シュート 10.6（8）

©2015 JUBILO

Yoichiro
KAKITANI

FW 8

明治安田生命J3リーグ 試合日程
節 開催日 時間/結果 対戦相手 会場

1 3/12（日） 14:00 グルージャ盛岡 金鳥スタ
2 3/19（日） 14:00 ブラウブリッツ秋田 金鳥スタ
3 3/26（日） 15:00 ギラヴァンツ北九州 ミクスタ
4 4/1（土） 13:00 Y.S.C.C.横浜 ニッパツ
5 4/15（土） 14:00 FC東京U-23 ヤンマー

キッチン天寅 駒川本店

PC・スマホ版（無料）から
お得なクーポンをゲットしよう！

2017明治安田生命J3リーグ 第1節

　「埼玉B級ご当地グル
メ決定戦」第2回、第4回
大会で優勝した人気グル
メ。鶏がら出汁がきいた
醤油味のスープに、豆腐
と挽肉を合わせたあんを
かけたラーメン。豆腐の
やさしい食感がアクセン
トになる癒し系ラーメンと
して人気を集めている。
ぜひ、試合観戦の前後に
味わってみては？

　JR東日本の創立20周
年記念事業のプロジェク
トとして、2007年10月14
日の「鉄道の日」に開館。
車両展示をはじめ、鉄道
の歴史を肌で感じられる
人気スポットで、2015年に
は入館者800万人を突破
した。開館時間は10時～
18時（入館時間は17時30
分まで）。旅の思い出に
足を運んでみては？

2017年3月4日（土）14:00キックオフ
（埼玉スタジアム2002）

2017明治安田生命J1リーグ 第2節

vs 浦和レッズ
©2001 URAWA REDS

NEXT MATCH

次節対戦チームのホームタウン情報をピックアップ紹介！



お手元のゴミはコンコース内6カ所
の「エコステーション」までお持ち
ください。ご面倒をおかけします
が、ご協力よろしくお願いします。

A1ゲート／D1ゲート／F1ゲート
I1ゲート付近に設置しています。

カテゴリー3
（メイン自由）

総
合チケット
センター

フードパーク

アウェイ
サポーター（自由）

場外

カテゴリー3
（メイン自由）

カテゴリー2
ミックス（指定）

ホームサポーター
（自由）

ホームサポーター
（自由）

カテゴリー4（バックホーム指定）

セブン-イレブンシート

カテゴリー5（バック自由）

ヤンマーバックスタンド入口北

ヤンマー
メインスタンド

ヤンマーバックスタンド

カテゴリー1
メインホーム（指定）

カテゴリー1
ミックス（指定）

ミュージアム

アウェイグッズ売店

消防車両
展示

プライムセレッソブース
（会員限定サービス受付）

サンユー都市開発ブース

シンハービールブース

DVD・ブルーレイ販売会

スポニチブース

ナカバヤシブース

ボスニア募金

三井住友VISAカードブース

セレッソコーナー
（各種お問合せ受付）

A

C

授乳室

コンコース

ヤンマーメインスタンド入口北

ヤンマーメインスタンド入口南

スーパーシート
ドリンク引換コーナー

B

セレッソグッズ売店

飲食売店

喫煙所

男子トイレ

女子トイレ

AED設置場所

エコステーション

ガチャガチャステーション
メガストア出張売店

インフォメーション

再入場専用口

骨髄バンクブース

サンユー都市開発ブース

観光局フォトスポット

DAZNブース

（公園付近）

カテゴリー2
メインホーム（指定）

ヤンマーバックスタンド入口南

東住吉区後援会ブース

サポーターズ
スナップ撮影会

www.facebook.com/OfficialCerezoOsaka
Facebookページ  セレッソ大阪official

https://instagram.com/cerezo_osaka/
Instagram  cerezo_osaka

http://accountpage.line.me/cerezo
LINE@  @cerezo

twitter.com/crz_official
twitter  @crz_official

パ ートナ ー カン パ ニ ー（ 出 資 企 業 ）

日本ハム株式会社／セイレイ興産株式会社
大阪市／大阪ガス株式会社／株式会社大林組／関西電力株式会社／西日本旅客鉄道株式会社／富士火災海上保険株式会社／りそな銀行  

朝日放送株式会社／株式会社エフエム大阪／株式会社FM802／大阪放送株式会社／関西テレビ放送株式会社／テレビ大阪株式会社／株式会社毎日放送／読賣テレビ放送株式会社

シ ル バ ース ポ ン サ ー

ブ ロンズ ス ポ ン サ ー

サ ポ ー ティング カン パ ニ ー

モリシアカデミーオフィシャルスポンサーオフィシャル パ ートナ ーメディカ ル アシスト パ ートナ ー

オフィシャルグローバルチケッティングパートナーオフィシャル チ ケッティング パ ートナ ー

アカ デミックパ ートナ ー

オフィシャル サ プ ライヤ ー

メディカ ル アシスト パ ートナ ー

トップ パ ートナ ー

ゴ ー ルドス ポ ン サ ープ ラチ ナス ポ ン サ ー
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◯スタジアム来場者の安全を確保するため、ＪリーグおよびＪクラブでは管理規程を基に試合の運営を行っています。◯試合運営管理規程で定める禁止行為やセキュリティ
上問題となる行為が行われた場合には、退場や入場禁止の処分に従っていただく場合があります。さらに、違反行為を行ったスタジアム以外の試合にも入場が禁止される
場合がありますので予めご承知おきください。◯安全確保のために皆様のご協力をお願いします。みんなで楽しいスタジアムをつくろう。Jリーグ全クラブ共通のマナーです。

TIME SCHEDULE

11:30 当日券売り場、総合チケットセンター、
インフォメーションオープン

12:30 フードパークオープン

13:00 スタジアム開門

14:15 GKウォーミングアップ

14:20 FPウォーミングアップ

14:58 選手入場

15:03 キックオフ!!

スタジアム曲はこちらでチェック!!

セレッソ大阪では、サポーターの皆さんの声援や歌声だけ
でスタジアム全体を盛り上げ、よりホームらしい雰囲気を作
り出すことを目指しています。ご協力をお願いいたします！

Cerezo Anthem
Cerezo（サクラ）満開
POWER AND THE GLORY

曲
目

www.mycerezo.jp/news/match/101/00000149/

©Osaka Football Club. CEREZO OSAKA SPORTS CLUB. All Rights Reserved

授乳室＆ベビーカー
お預かりサービスのご案内

ベビーカーお預かり　○各入場ゲート　○セレッソコーナー
※返却は総合チケットセンターおよびセレッソコーナーにて
授乳室　○ホームサポーター立見席裏 ピロティ　
 ○南ゲート付近
おむつ替えコーナー　○身障者トイレ内（ホームサポーター
立見席西側）　○メインスタンドコンコース（通路8付近）

セレッソ大阪オフィシャルSNSアカウント

INFORMATION

　2017シーズンよりセレッソ大阪のフードパークがリニューアルオープン！   
大阪名物から限定メニューまで多数取り揃えて、皆様をお待ちしております。
　また、皆様より募集させていただきました新フードパーク名称は以下に決
定しました！

1  たこ焼道楽わなか「た
こ焼」500円  2  エース
ケータリング「フレーバ
ーポテト」400円  3  和
牛工房ゆかり「ステーキ
丼」1,000円  4  コベント
ガーデン「堀江バーガ
ー」800円  5  鶴心「から
揚げ」500円  6  金久右
衛門「しじみゴールド」
800円

1

3

5

2

4

6

人気メニュー＆新メニューの一部をご紹介！セレッソ大阪フードパークがリニューアル！
その①  店舗数が増加！　最大18店舗に
その②  セレッソカラーの屋台で統一感アップ！
その③   「ランキングボード」を新設！　毎試合人気グルメ10位までをご紹介
その④  毎試合入れ替わる「チャレンジブース」を新設！
その⑤   お店のカップ＆フード容器がセレッソオリジナルに♪
その⑥  たこ焼道楽わなか、株式会社エースケータリングでは
　　　  購入時、毎試合デザインが変わるステッカーを配布！
　　　  全20種類のステッカーをコンプリートしよう！
その⑦  イベントと連動したお得なキャンペーンや企画も♪

セレッソバル リニューアルポイント

　お申し込みはメールでsupo@cerezo.co.jp
まで。
　お名前、ニックネーム（カタカナ4文字以
上＋数字2ケタ以上）、お電話番号を明記い
ただき、試合前に送信ください。抽選の上、
当選者にはメールをお送りし、ハーフタイム
にニックネームを発表します（当選メールは
上記アドレスでPCから送信します。受信でき
る設定にしてください）。
　当選された方は、本日試合後、インフォメ

ーションで賞品をお受け取りください（試合
終了30分後まで）。なお、賞品お渡し
時には、本日のチケットまたはシー
ズンシートの情報カードなどを
ご提示いただきます。皆さ
ん、ぜひご応募ください！

三菱電機プレゼンツ セレッソ大阪ファミリー賞

本日の賞品は、かる～く使えて排気もキレイ。
吸引力が長続きするサイクロン式。「三菱サイ
クロン式掃除機Be-K（ビケイ）」（1名様）です。

■チケットホルダー
［価　格］1,836円（税込）

■ロビーナリストバンド
［価　格］864円（税込）

■anello×Cerezo 
口金リュック
［価　格］5,940円（税込）

■ユニフォームアクセサリー
（ホーム）
［価　格］1回：200円
■ユニフォームアクセサリー
（アウェイ）
［価　格］1回：200円

■アクリルフィギュア
［価　格］1回：300円

セレッソ大阪オンラインショップも、ぜひご覧ください。　http://shop.cerezo-osaka.jp/

※ 内容に変更・追加がある場合もございます。

新アイテム＆グッズ情報!!
定番ガチャシリーズ 2017Ver.

ア

※ コーナーの位置や内容は予告なく 
変更する場合がございます。 
あらかじめご了承ください。
※各席の境界線はイメージです。
※ 「ミックス」とはホーム・アウェイを 
限定しないエリアです。
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