愛媛FC公式戦パブリック・ビューイング
於：愛媛県県民文化会館 メインホール 衛星生放送上映
6月7日(水)18:45〜21:15 18:15開場 19:04キックオフ
愛媛FC vs. 湘南ベルマーレ（平塚競技場）
アウェイとホームの違い
を知っていますか？
ホーム＆アウェイ方式で行われるＪリーグに
おいて、アウェイではスタジアム全体が敵にな
る。守り重視のプレーには容赦ないブーイング
が浴びせられる。ゴールを決めても一緒に喜ん
でくれるサポーターは数少ない。しかし過去に
Ｊ１昇格を果たした多くのチームが、アウェイ
でもしっかりと、ときにはホームゲームより多
くの勝点を挙げている。アウェイで勝たなくて
はＪ１が見えてこないのだ。愛媛ＦＣは初めて
Ｊリーグを経験する今シーズン、ホームゲーム
では大健闘をみせている一方、アウェイでは強
豪相手にあと一歩及んでいな
い。何かが足りないのだ。
そう、それはみんなの熱い
サポートだ。来る６月７日夜、
県民文化会館メインホールは戦うスタジ
アムになる。みんなの声援がリアルタイム
でアウェイの地の選手達を勇気付ける。
普段スタジアムまで行けないあなた、ア
ウェイゲームの結果に気を揉んでいるあ
なた、仕事帰りなら時間が取れるとい
うあなた、この機を逃さず県文スタジ
アムに集まれ！

アウェイを制する
ものＪリーグを
制す！

入場無料！豪華プレゼント
下記のウェッブサイト（携帯
でもアクセス可能）で事前に
登録されてご来場された方に
ポストカードセットをプレゼント。

www.ehime-support.net/pv

注）雷雨等により試
合が中止となった場
合でも交通費等の補
填はいたしません。
ご来場者の安全の
ためご入場の際に手
荷物の検査にご協力
ください。また鳴り
物は持ち込めません。

● 会場アクセス

● 豪華プレゼント！

• 伊予鉄市内電車(道後温泉行)

• もれなく！ 事前登録されてご来場になった方には

18：45～21：15（18：15会場 19：04キックオフ 21：30閉場） • 伊予鉄バス(道後温泉駅前行)

もれなく選手の直筆サイン入り似顔絵ポストカー
ドセット（５枚セット、非売品）をプレゼント。こ
の似顔絵はオ～レ君などマスコットキャラクター
の生みの親である漫画家、能田達規先生によるもの
で選手の特徴、プレースタイルを的確にとらえた他
のチームにはないとても貴重なものです。セットの
内容は会場先着順で選んでいただけます。また小学
生以下のお子さん、60歳以上の方々にはこの似顔絵
をはめこんだカンバッチもプレゼント。

● 愛媛 FC 公式戦パブリック・ビューイング
日
場

時 ： 平成18年6月7日（水）
所 ： 愛媛県県民文化会館 メインホール

（ステージ上スクリーン、１階座席利用

内

• 駐車場

186台(地下102台、地上84台)

定員1,200人）

容 ： Ｊ２公式戦 第20節 対湘南ベルマーレ

主 催 ： 愛媛サポートクラブ （愛媛FC公認イベント）
協 力 ： ラランジャトルシーダ 、ブリガーテアランチョ
アランチーノ関東、その他ボランティアの方々
（順不同。愛媛FCのサポーターグループ）

• さらにアンケートに答えて！ さらに、会場にてお
渡しするアンケートにお答えいただき、愛媛FCに
メッセージを寄せていただいた方にはその熱さ度
合いを厳正に審査させていただき、直筆サイン入り
似顔絵ポスターフレームをプレゼントします。（後
日発表のうえ発送します。寄せられたメッセージは
ウェッブサイトにて紹介させていただきます。
）

料 金 ： 無料 （駐車には会場所定の料金がかかります）
参加資格： 愛媛FCを応援する方 (中学生以下は成人同伴)
事前申込：www.ehime-support.net/pv において事前登
録受付。受付を示す返信メールを会場で提示する
か、受付番号を告げて下さい。（登録なしでも入
場できますが、満員の際は登録者を優先します。
）

● 対戦相手 湘南ベルマーレとは？

ホームタウンも拡大し市民参加型のサッカークラブ
に体制一新、新たなスタートを切った。以降年度順
1994年にJリーグ加盟した歴史あるクラブ。神奈
に8位、5位。10位、10位、７位の成績を残す。今シー
川県平塚市など7市3町をホームタウンとする。
ズンは、浦和から、FW梅田、山形からMF外池を補強、
ホームスタジアムは平塚競技場。チーム名はラテ
ン語のベルム（Bellum、美しい）とマーレ（Mare、 外国人は、元浦和の攻撃的MFのアジエルと、元山形
のボランチMF、ニヴァウド、若いFWファビオを補強。
海）の2つの単語を合わせた造語。
ここまで外国人トリオがチームを牽引、第16節時点
前身は藤和不動産サッカー部→フジタSC。日本
で6勝4分5敗4位の勝点23で4位につけている
リーグ優勝3回、天皇杯優勝2回の実績を持つ。1993
年に湘南ベルマーレとしてＪリーグ準会員申請を ● アウェイに弱い愛媛ＦＣ？
行いJFL1部で優勝し、1994年にベルマーレ平塚と
愛媛FCは第16節でようやくアウェイ初勝利をあ
チーム名を改めてJリーグに昇格した。この年にニ
げたものの開幕以来好調なホームゲームとは対照的
コスシリーズで2位、その年の暮れの天皇杯で優
にアウェイでは結果が残せていない。当日移動も可
勝。翌年には中田英寿が入団。強豪としての地歩
能な関東周辺のチームと異なり、全アウェイ戦が長
を固めたが、1998年の中田のイタリア移籍と時期
距離移動となるハンデも響いているのだろうか。
を同じくして低迷。1999年には親会社がスポン
第16節 試合 勝点 勝 引分 敗 得点 失点
サーから撤退し選手が手薄となりJ2に降格した。
ホーム
7
12
3
3
1
6
4
アウェイ
7
4
1
1
5
5
12
2000年にチーム名を湘南ベルマーレに再改称。

● マルチスクリーンでスタジアムやご家庭にはない楽しみ方を！
衛星生中継映像を上映する中央巨大メインスクリーンに加え、左右に大型サブスクリーンを設
置。試合映像だけでなく様々な情報とともに観戦をお楽しみいただけます。
た な か

と し や

田中 俊也

オレンジゴジラ！

ポジション： フォワード

出生地 ： 石川県

生年月日： 1984/11/12

身長体重： 176/69

応援コール (CHANT)
【伊予魂】

前所属 ： 星稜高－サンフレッチェ広島
Ｊリーグ通算出場(J1/J2)： 6/0
Ｊリーグ通算得点(J1/J2)： 1/0

さぁあ行こうぜ愛媛
戦いの時が来た
輝く未来は俺達の物
魅せてくれよ 伊予魂

● データが示すアウェイ戦の大切さ
以下は過去Ｊ２からＪ１に昇格したチームのＪ
２における戦績。多くのチームがアウェイでも
ホームと同等もしくはそれ以上の結果を残してい
ることがわかる。
「アウェイを制するものＪ２を制
す。
」データは如実に物語っている。
勝または引分け率
浦和レッズ
大宮アルディージャ
ＦＣ東京
川崎フロンターレ
ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟
京都パープルサンガ
セレッソ大阪
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
大分トリニータ

ホーム
80%
71%
61%
80%
53%
74%
74%
82%
91%
72%
80%

アウェイ
75%
61%
72%
70%
44%
63%
79%
86%
73%
61%
66%

サブスクリーン情報 （１）
愛媛 FC のフォーメーションと選手のプロフィール
出場している選手とそのフォーメーションに加えポイント
となるプレー直後に、関わった選手の写真やプロフィールを
拡大表示。選手や戦術通になろう！

サブスクリーン情報 （２） 相手チームの情報
戦いはまず相手を知ることから。相手選手の情報や最近の戦
跡を把握することで観戦の楽しみが倍増。

サブスクリーン情報 （３） 他会場の途中経過
今日勝てば順位はどうなる？ 次週戦うチームは？徳島は？
上位争いは？ 気になる他会場の途中経過を刻々と表示。

サブスクリーン情報 （４） 応援コール
応援の実演とともにコール文章をカラオケの歌詞のように
表示。あなたもコアなサポーターの仲間入り！

二次元同時中継！？
メインホールステージ上

メインスクリーン
サブスクリーン
お楽しみコンテンツ

スカイパーフェクＴＶ
衛星生中継を上映

サブスクリーン
お楽しみコンテンツ

大型３画面マルチスクリーン構成

● 注意事項

ハーフタイムに試合会場とPV会場をテレビ電話でつなぎ、
両会場の興奮を伝え合います。試合会場では当日発表となる
VIPもご観戦予定。PV会場のメインスクリーンを通して、PV
参加者に語りかけます。一方、PV会場には遠征に帯同しな
い愛媛FCの選手が参加予定。はるばるアウェイスタジアム
に駆けつけているサポーターの労をねぎらいます。
また試合会場のアウェイ側スタンドに PV 来場者数表示横断
幕を設置。実際の来場者数を刻々と連絡して表示し、選手達
に愛媛からの熱いサポートがあることを伝えます。

• 駐車場は数に限りがございますので、公共交通機
関でのお越しをお勧めいたします。またお帰りの
• イベントの進行の障害となったり、公序良俗を害
便のお時間を事前にご確認ください。
する恐れがある等、他の方のご迷惑となるような
行為をされたりする場合には退場いただくことが • 雷雨など特殊な天候状況の場合には中止となるこ
とがあります。またPV会場周辺の天候状況により
あります。
衛星放送の受信に障害が生じ、映像が途切れたり
• 安全のため、入場時に簡単な手荷物検査を実施し
受信不能となったりすることも考えられます。い
ます。危険物、可燃物、大きな音のでる鳴り物等
ずれの場合でも開場し、プレゼント提供やグッズ
の持込みはお断りいたします。またビン・カン、
販売などは行いますが、交通費などの補償を行う
アルコール類、大旗竿及び大型フラッグの持ち込
ことはできませんのでご了承ください。
みもできません。

• 個人情報の取り扱いについて：

愛媛サポート
クラブは本サイトで取得した個人情報を適正に管
理し愛媛FC公式戦パブリックビューイングの運
営に必要な範囲内で利用します。また今後、愛媛
FCのサポートに関する情報の提供のために用い
ることがあります。 個人情報の変更や削除をご
希望の場合は am@ehime-support.net
までご連絡ください。

愛媛サポートクラブ
www.ehime-support.net

