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2005年最終盤戦の展望
りすしんぶん執筆陣が大胆予想！

応援しよう♪そうしよう♪

【大分戦△】
現在、Jリーグ最強と
も言えるシャムスカ
大分。
なんとか失点を1点
に抑えて、引分けに
持ちこみたいところ。

【横浜FM戦○】
　前半戦の再現を
期待。相手はここに
来てやっと本調子に。
久保も復活して厄介
なことこの上ない。
　なんとかここまでに
は残留を確実なもの
にしておきたいところ。

ひそかにほくそえむ
結果で終わる。
【トリニータ戦】
去年まで大分にいた
三上が「マグノアウベ
スは上手いですよ」
という、シンプルかつ
的確で、しかも誰で
も知っているような
情報を、味方に与え
る。
しかし、そんな情報
が効いたのか、大宮
は安定した守備から
セットプレーで１点取
り、１－０で逃げ切る。
九州での試合という
ことで観戦に訪れた、
久永と顔がそっくりな
「久永のお父様」も
大満足な結果で終
わる。
【マリノス戦】
この試合の直前、な
ぜかあんちゃんが「
マリノスは俺の古巣
だ！Ｊ１残留も決ま
ったし、俺を出場さ
せてくれ！」と、まさ
かのアピール。
皆「安藤さん、いくら
いろんなトコに移籍し
てたからって、マリノ
スにはいなかったで
しょ～。」と信じない。
安藤正「本当だって!
俺を出してくれ!」
皆「あんちゃんはい
つも真顔で変なこと
を言うからなぁ」
という感じで安藤正
裕選手、出場せず。
でも皆さん、調べて
みてください。「あん
ちゃんはマリノスにも

今節が終わると、初
のJ1でのシーズンも
あと2試合。第33節
の相手は大分トリニ
ータ。シャムスカ監督
になってから快進撃
を続けている。攻守
のメリハリができた上、
マグノ・アウベスが絶
好調で得点を重ねて
いる。今、一番波に
乗っているチームで
ある。また、最終節は
昨年・一昨年の王者
横浜Fマリノス。久保
がケガから戻ってき
たことにより攻撃に芯
ができ、遅ればせな
がら上昇気流にのっ
てきてる。前半では
勝ち点3を奪えた両
チームだが、その時と
比べても非常に手強
く、勝ち点を奪うのは
用意ではないだろう。
しかし、大宮もJ1で
戦ってきた経験を生
か せば、そう簡単に
はやられはしないは
ず。今年の戦いの集
大成を見せて戦って 
是非とも勝ちを奪い
取ってきてほしい。

【大分戦】
シャムスカ・三浦両
監督による日伯若手
監督対決。三浦監
督には、日本にもこ
んな優れた若手監
督がいるんだ！とい
うところを見せつけて
欲しいところ。２－１
で大宮勝利のハズ
！

【横浜FM戦】
岡田・三浦の師弟監
督対決。今年はナビ
スコ決勝トーナメント
もあり、図らずも４回
目の対戦となるが、
ここで勝って、対戦
成績を５分に戻した
いところ。気迫の試
合で２－０大宮勝利
！

【ガンバ戦】
追い込まれたガンバ
西野監督。
「こうなったら俺の好
みでスタメンで決め
る！」
「ということでスタメン

は渡辺光輝、入江、
そしてＧＫは吉田宗
弘だ！」と試合前に
選手の前で発表す
るが、吉田はすでに
セレッソに放出して
いたことを忘れ
ていた。
いじけた藤ケ谷がミ
スを連発。結果大
宮が勝利！
”こっそり元ガンバ”
であるあんちゃんが、

いた」のです。
あんちゃんは奥が深
いですね。

【有終の美を飾って
　「J1大宮伝説」へ】
サッカーの神様は、
「大宮は残留せよ」
とのお告げ
前節、神戸戦のデビ
純からの　クロスに
森田がピッタリ合わ
せた時から大宮伝
説が始まる。ファー
ストタッチは去年も　
昇格への合図だっ
た。最近　息をひそ
めていた　森田御大
からのゴールは有終
の美を飾るキックオ
フになるに違いない。
アウェイＦＣ東京の
決意書試合の同点
ゴールなど　メンタル
的に厳しい試合で、
彼は必ず決める　星
のもとに生まれてき
た。神戸戦もしかり
今日の試合でも、試
合終了後に優勝か
ら遠ざかったガンバ
の選手のガックリを
見せてくれ。
残り3試合のキーマ
ンはマサ斉藤！！３
連勝は、先発メンバ
ーに定着しつつある
彼の巧みなボールさ
ばきによるところが大
きい。
残り３試合も、中盤
で彼が　攻守に渡り
活躍すること期待大。
このような　いい感じ
が続いているので

早く三浦監督から　
「残留確定は　妥当
だと思います。」のコ
メントを聞きたい。
［問題］
ラスト３試合で以下
の４つのち　どれが
起こると思いますか。
・若林のリーグ戦
　初ゴール
・レアンドロのハッ
　トトリック
・桜井様のガンバ
　戦か横浜FM戦
　で決勝ゴール
　再び
・三浦監督のガッ
　ツポーズ
［正解］
　全部あります。

火の玉小僧的

ラスト２

11/26 第32節 vs.大分＠ビッグアイ12/3 最終節 vs.横浜ＦＭ＠埼スタ

よっしー的

ラスト２

トライ的

ラスト２

Ｅｎｒｙ的

ラスト２

jan_ardy的

ラスト２

愛してるぜ！We are ORANGE！
（曲：RCサクセション 雨上がりの夜空に）

愛してるぜ　We are ORANGE！
気持ち込めて歌う～～のさ
俺らの誇りオオミ～～ヤ！
さぁ～行こう～～ぜ～～♪

攻めあがれオレンジ！
（曲：東京スカパラダイスオーケストラ A Quick Drunkard）

行け！行け！オ～～ミヤ～～～～！♪
俺らのオオミヤ～～～～！♪
攻め～あ～がれオレンジ～～♪
ララ～ラ～～ララ～～ラ～～～～♪

おまえだけにはこの愛を！
（曲：You  Are  My  Sunshine）

寝ても大宮～♪　覚めても大宮～♪
やっぱ大宮～♪　ジャンキーさ～～♪
腹が減って！♪　金無く～ても！♪
お前だけにはこの愛を～～♪

無敵大宮！（曲：大脱走）

オオミヤ！弾～～けよう～～～！
攻め～ろオ～レンジ軍団！！♪ 
♪ゴ～ルを！見せ～～てくれ～～～！
ムテ～～キ オオ～ミヤ♪（ワッショイ！）

得点したときの歌！
（曲：ブルーハ－ツ リンダリンダ）

♪アルディージャ～～～～～！
オレンジ～～軍団！！　YEAH！！ 
アルディージャ～～～～～！
オレンジ～～軍団！！
オ～～～オ～～～～～！♪

天皇杯の歌！
（曲：Working in a Winter Wonderland）

俺の～～♪大～宮！
お前の～～♪大～宮！
さぁ行こうぜ～～♪ビバ国立～～！
大～～宮♪ウィンタワンダランド♪♪

選手が苦しいときは選手を勇気づけ、歓喜の瞬間は喜びを分かち合う、サポーターズ
ソング。大宮旋風の吹き荒れる中、きっとあなたも歌わずにはいられなくなるはず！！
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※アンケートへのご協力、ありがとうございました。

歳月を経ても、なお心に残る、あの名場面。

大宮公園サッカー場の改修前の最後の試合がやってき
ました。インターネット で思い出のベスト試合を応募したと
ころ、多数の回答が寄せられました。
皆さ ん、それぞれいろいろ思い入れがあるようで、結構回
答はばらけていました。 その中でも、支持の高かった試合
ベスト3です。
　3位は同点で2試合ありました。

第３位 2004/6/23 J2 第19節
　　　　 水戸ホーリーホック戦 ○2-1
押しながらも先制点を奪われる苦しい展開だったが、交
代直後の島田が同点弾 を押し込み、そして金澤が豪快
なゴールで逆転した。これからは「若手の時代が来る！」
と多くの人に思わせた。

第３位 2004/10/30 J2 第40節
　　　　 川崎フロンターレ戦 ○2-1
雨の中、すでに昇格を決めていた川崎を迎え一進一退
の見応えのある戦い。バレーが先制するもFKで同点にさ
れて迎えたロスタイム直前、森田が勝ち越し 弾をたたき
込み勝利。この年の森田神話を象徴したゴールだった。

そして2位は今年の試合です。

第２位2005/4/2 J1 第3節
　　　　 セレッソ大阪戦 ○1-0
J1初の大宮公園での試合。クリスティアンのさすがセレソ
ンと思わせるきれい なヘッドで先制すると、あとはしっかり
守りきり、シュートは2本に終わったが快勝。　
そして1位は予想通りこの試合。

第１位2004/11/20 J2 第42節
　　　　 水戸ホーリーホック戦 ○3-1
前半はいつも通り0-0で折り返した後半、CKからの森田の
ヘッドで口火を切る と、トゥットの突破でつきはなし、バレー
のダメ押しゴールで勝負あり。ト ニーニョのオウンゴールの
おまけもあったが、リードを保ち涙のタイムアッ プ。6年越し
の念願が叶いJ1昇格決定。

最後に、こんな意見もありました。
「今まで観戦したすべての試合が思い出深いベ
ストゲームです。」
では、他に支持のあった試合の一覧です。

　前節の名古屋戦にまさかというかお約束と

いうかの負けで2位との勝点差を1に詰められ

たガンバ。しかもその2位のチームが永遠の

ライバルというか喧嘩友達のセレッソ大阪。

これ以上は負けられない状態に追い詰められ

たと言えます。それだけに今日の試合では異

様なテンションで来ると思われます。それが

いい方に出るか悪い方に出るかはわかりませ

んが。

　ガンバの特徴と言えばリーグダントツ首位

の得点数を誇る圧倒的な攻撃力。特にアラウ

ージョ、フェルナンジーニョ、大黒のトライ

アングルは、一種反則的とも思えるプレーで

各チームをズタズタに引き裂いてきました。

　開幕以来、リーグ戦で完封された試合はた

ったの1試合。それが開幕の大宮戦だったの

は何かの縁。今思えば痛恨の敗戦だったこと

でしょう。

　その攻撃力ですが、現在は絶好調時に比べ

るとやや下降気味。大黒は怪我のため、前節

に続き今節もスタメンを外れるかもしれませ

ん。

　それでもアラウージョ、フェルナンジーニ

ョ、遠藤ら試合を決めることの出来る選手が

多数いるので一瞬も気を抜けない試合になる

でしょう。

　開幕戦と同様、集中力を切らさないように

対応していってもらいたいものです。

　大宮公園最終戦。負けるわけには行きませ

ん。公園力を最大限発揮して勝利しましょう。                    

“なにわ軍団!?”G大阪ってどんなチーム？
斬捨御免！! 本日の対戦相手をザクッと解剖

ちょっとだけまじめに
G大阪ＤＡＴＡ

今シーズン成績　　　(第31節終了時点)

　順 位 ：１位
　勝ち点：５７
 （１７勝６分８敗）

　得失点：２４
　　 得点：７７
　　 失点：５３

ﾁｰﾑ内得点ﾗﾝｸ

１位：アラウージョ  31点

2位：大黒　　  16点

3位：遠藤　　　 ８点

4位：フェルナンジーニョ  ７点

第29節

vs.FC東京
●１－２

第30節

vs.浦和
○２－１

第31節

vs.名古屋
●１－２

第28節

vs.大分
●１－２

第27節

vs.神戸
○４－１

ガンバ大阪の最近５試合の戦績

たしか、

こんなマスコット!?

<< サポーターソングのキモ >>

○選手にどれだけ気持ちを伝えられるか？がサポーターソングのキモです！
○「ラ～」でも「オ～」でも、まずはノリで、気持ちを声に出しましょう！

○気持ちを込めれば、きっと選手に伝わるはずです♪
○分からないことがあれば、お気軽にゴール裏まで♪♪



・2001年夏の札幌戦。当日券を買おうとしたら、知らないおじさんがチケットをくれた。
・バックスタンドの松の木陰で観戦するのが好きでした。今は人が増えたので、この場
所で観戦できないことが多いけど、改装したら木陰がなくなってしまうのかと思うと寂し
い気がします。
・２０００年、大宮公園での埼玉ダービー。赤色に混じりながら、朝6時から並んだなあ。
・地元だからなんとなく行った1999年ホーム開幕戦。ゴール裏目の前で岩瀬のゴー
ル見て、それからアルディージャの虜です。やっぱりピッチとの距離感が最高！
・東京オリンピック観戦。思い出なのに良く覚えていない話で恐縮ですが、子供のころ、
亡父に連れられて行きました。これが最初のスポーツ観戦でした。場所はバックスタン
ドアウェー寄りだと思います。でも組み合わせも覚えてないのです。東欧の国だと思う
けど。
・さいたま（旧大宮）市内の高校に通っていたとき、日本でユースの国際大会があり、
大宮サッカー場でも試合が行われ、校長が埼玉県のサッカー連盟の役員だかをやっ
ていて、全校生徒でアルゼンチンと旧ソ連との試合を見ることになりました。その時、な
んとアルゼンチン代表にはマラドーナがいて当時サッカー素人の私が見ても「凄い選
手だ」と思ったことがありました。
・大宮に本当に大宮が存在するのは、大宮公園サッカー場です。ここに来て、何度も、
大宮の試合を見ました。その度に、チームが、サポーターが育ちました。子供から祖
父母の世代までがここに集い、おおらかに、時に暖かく、見守ってくれた、大宮公園サ
ッカー場に感謝しています。
・2004年最後の京都戦のハーフタイム。メイン側トイレ待ちの長蛇の列で、隣り合わせ
た京都サポの兄さんに「ホンマ大宮さんは強くなって、敵わんわ」と声をかけられ、な
んとも誇らしい気持ちになりました。敵方サポと話をしたのが初めてだったこともあり、忘
れられない思い出です。会話のオチは「しかしヒドイ便所やなあ」。
・サッカーを全然知らない高校時代、友人に誘われて母校の応援や選手権を見に行
ったりしました。しょぼい遊園地の中になるのどかなサッカー場…。それが今、自分の
聖地になるとは思いもしませんでした。
・スタジアム中を暖かい笑いで満たしたトニのファイン・オウ
ンゴール（爆）。トニは良くも悪くも大宮の子なんだなと思い
ました。後は肉無し焼きそばかな。
・初観戦の日にバックスタンドの最前列に座り試合中の近く
にいた選手に手が出かかった事。
・昨年第4節の日に用事があり、何とか済ませて大宮公園
スタジアムへと向かいました。到着しゴール裏から覗いたま
さにその時、金澤君がゴールを決めてくれました。満開の桜
の景色と共に、今でも忘れられない『私だけ？のベストゲー
ム』＆思い出です。
・２００４年の開幕戦。初めてのサッカー観戦で桜が綺麗で、
アルディージャの勝利だったので、とても印象深いし、サッカーを見ることが楽しいと思
いました。
・NTT関東が大宮に来ると決まった直後にあったJFLでの国士舘戦。試合内容は正直
よく憶えていないのだが、体と体のぶつかる音、球のつぶれる音、選手の駆け回る運
動量、目の前で繰り広げられる光景は未体験のものだった。それ以降すっかり大宮サ
ッカー場の虜になってしまった。改修後も、こういった臨場感が少しでも多く残るよう、
期待したい。
・大宮公園J2最終戦で、奮発してバックスタンドで見てたら後ろの席に高校時代の友
人(レッズサポ)がいたこと。
・Ｊ２時代、バックスタンドもスタンダートシートチケットで見るものだと思い続けて、ずっと
スタンダートシートを買い続けていました。いやぁ、無知って恐いですねぇ（涙）
・大宮公園サッカー場といえば、やっぱり焼そば。あの焼そばを食べないと大宮公園に
来た気がしない。改修しても焼そばとフランクフルトは残してね。
・生まれて始めて、応援することに夢中になったチームのホームであるということ、これ
が一番の思い出。
小学校、中学校、高校、社会人と所属する組織には、夢中になって応援するようなス
ポーツチームがありませんでした。偶然大宮に越してきて、そこにプロスポーツチーム
があって、そこのホームが日本でも有数の臨場感があるスタジアムであるということが
今までの一番の思い出であり、そしてこれからもお思いでになり続けると思います。
・県営大宮サッカー場が完成した時にナイターもできる日本初のサッカー専用場であ
ると幼い私に父から聞かされた。
・2003/12/7 天皇杯２回戦対栃木ＳＣ戦の試合終了後にあった、功労者岡本隆吾
選手の胴上げ。盛り上がりつつ、芝に入らないように気をつけながらのサポによる胴上
げでした。今思えば一緒に参加しとけば良かった…。
・2004/5/22 J2第14節 対ヴァンフォーレ甲府戦。前節も雨、このゲームも天候の
悪い中、なかなか勝利に結び付けられず、フラストレーションが溜まっていた中での、
久しぶりの勝利。2004年昇格イヤーの中で、最も苦しく勝利に飢えていた時期だけに、
ものすごく嬉しかったのを覚えています。
・4年前位にW杯予選と重なり、さらに雨のため、観客が500人ほどしかいなかったゲ
ーム。ゴール裏で応援してました。
・西村卓朗選手の初得点シーンです。私が初めて大宮の試合を観にいった時のこと
でした。その一瞬で西村選手のファンになりました。私はその試合からホームゲーム皆
勤賞です！！

・今から２０数年前、高校サッカー選手権の応援に行きました。バックスタンドで制服を
着て応援しました。若かったなぁ・・・私も・・・
・去年、初めて観戦したとき（その時はこんなにアルディージャにハマルとは思ってなか
った）、喜名選手の投げたサイン入りボールをゲットしたこと♪
・初めて生で見に行ったサッカーの試合が大宮公園サッカー場でした。バルデスのゴ
ールに感動して、サッカーって面白いものだな、と思いました。
・サッカー場は、桜が綺麗！ナビスコトーナメント出場を決めた神戸戦が今年一番
・焼きソバ！いつも味が違うけど、鉄板でジュージュー焼くやつ、なんだかんだいいつつ、
毎回食べてます。
・大宮公園サッカー場は春の桜満開のときが一番綺麗ですね。改修されても桜は他
の場所に移し、切らないでほしい。思い出としては、2001年の3/20の山形戦。1-2で
負けた試合。ロスタイムにPKを得たのに岩瀬のせいでPKがノーゴールになり負けた試
合。あの試合で延長に持ち込んで勝っていたら、その後のバルデスの怪我もなく、とっ
くにJ1に昇格していたと思ってる
・天国も地獄も見てきた場所ですね。あとスタンドとピッチが日本で一番近いと自負し
ています！
・やっぱりピッチとの近さでしょ。
・僕が初めて大宮公園サッカー場で試合を見たのは、昭和３９年（１９６４年）の秋、東
京オリンピックの試合だね。まだ、小さかったから（６歳）試合内容は覚えていないけど、
「オリンピック」と言う言葉に日本中が歓喜していたことは良く覚えている。その東京オリ
ンピックを生で観たのは、ここ大宮公園サッカー場での試合だけでした。多分、予選リ
ーグだったんだよね。４０年経っても覚えているから、僕もオリンピックに大いに感動し
ていたんだろうね。歴史ある、素晴らしいサッカー場だよ。
・大宮サポになるきっかけを作った場所。いわばそのことによって、人生を変えた場所
でもあります。
・朝日新聞主催の親子サッカースクールで親子でピッチの上でサッカーをしたこと。ま
だＪ２でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　・実は大宮公園サッカー場には1試合しか行ってないんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　すが・・・。今年の4月28日の大分戦。私にとっては初めて
　　　　　　　　　　　　　　　　　の生のサッカーの試合でした。正直言ってバスケの試合
　　　　　　　　　　　　　　　　　に行った事のある私には物足りなさを感じました。でも、最
　　　　　　　　　　　　　　　　　後まで声を張り上げるサポーター、それを背に受け最後　
　　　　　　　　　　　　　　　 　までボールに食らいつく選手達。何より目の前で西村選手
　　　　　　　　　　　　　　　　　のあの華麗なシュートを見て、すっかり私は大宮アルディ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ージャというチームに魅せられてしまいました。それ以来　
　　　　　　　　　　　　　　　　  私もすっかり大宮ジャンキーです（笑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・去年の4月3日の鳥栖戦は、何を隠そう初めてのサッカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ー観戦でした。観るまでは、大してサッカーに興味はなか
ったのですが、この１戦で大宮の虜になりました
・2004年40節の川崎フロンターレ戦。当時はバックスタンドで見てましたが、ゴ－ルシ
ーンが未だ、忘れられません。そうそう、小雨の中だったので売店で買ったビールがす
ご～く、アメリカンでした。
・バックスタの焼きそば屋でしょう。安定しないあの味！！しかない店、改修で変わっ
ていくのか、おやじー！！
・沢山ありすぎますが、おやぢの一番お気に入りはゴール裏の桜ですね。去年の鳥栖
戦桜満開最高でした。
・昇格を決めた水戸戦でイベントが終わった後にピッチに立てた事ですかね。一生忘
れられませんよ。
・大宮以外のベストゲームは、学生の時に見た、磯貝・池田伸康・本田・森山の帝京
対、沢登・サントスなどがいた東海大一の死闘。うろ覚えだが、満員でピッチにまで観
客を入れていた気がする。
・思い出は、やっぱり桜の時期の大宮公園での試合。本当に綺麗！
・初めて行ったのは大宮アルディージャサテライトの試合でした。タダで入れてくれまし
た。とっても古いけど大宮らしいといえば大宮らしいスタジアム。まさかここでJ1の試合
が観戦できるとは当時思ってもいませんでしたが。。。今では、建て替えるのが惜しい
です。
・2004年第４クールの水戸戦（昇格決定戦）でサポートスタッフとして舞台の裏側から
サポートできたこと。いつもでは考えられないくらい混雑していた報道ルームが印象的
でした。また昇格記念イベントでサポートスタッフとしてスタジアムツアー係りをやったの
が楽しかった！
・2004年、桜が満開の中の鳥栖戦は思い出深いです。私が見た中では最も美しい大
宮公園サッカー場の姿でした。鳥栖サポがアキラと竹村のコール送ってきたなぁｗ
・美味しくない焼きそば。
・プロができる前は、高校サッカーを良く見ていました。県営大宮公園サッカー場（当
時）の埼玉県予選決勝の勝者が高校サッカー界の頂点に立っていた時代もあったの
ですよね。埼スタで高校サッカーの埼玉大会の決勝戦をやるようになってから、埼玉
勢活躍していないんじゃないかな？
・たしか９９年のアトラクションとして来日した、リフティングチャンピオンの妙技。
・ファン感の時に見た、選手控え室の壁に書かれた、2002Ｗ杯時のブラジル代表の
サインは見応えがあります！

最終戦も、スタジアムへＧＯ！2005大宮サポーター大忘年会開催決定！

※アンケートへのご協力、ありがとうございました。

日時：12/18(日)18:00～
申し込み：最終戦ゴール裏

－サポーター約５０人に聞きました－

－僕らの聖地－

大宮公園サッカー場の

思い出

僕らに沢山の夢と思い出をありがとう、大宮公園サッカー場!

ARDIJA  INFOMATION

今年のリーグ戦も、今日を入れて残す
ところあと３試合。最終戦は、ホームに
横浜ＦMを迎えます。スタジアムをオレ
ンジに染め、有終の美を飾りましょう！

昨年末、初めて開催され、165人もの
参加で賑わった大忘年会が、今年も
開催されます！くわしくは、のんだくれ
んじゃぁさんまで。

第34節 12/3(土)14:00～
　　　　　　　＠埼玉スタジアム

　　　　　vs.横浜Ｆマリノス


