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【 Jへの道】

J1

J2

J3

Jリーグに
上がるには
ひとつづつ
階段を上が
るしかない
んだね！

チーム得点ランキング

チームアシストランキング

スタジアムグルメ

JFL

都道府県リー

グ

地域リーグ

【FCバレイン下関】

① 霜出 4点

②孫・岩村 2点

① 孫 2A

吉沢・佐久間

橘木・岩村
田原

② 1A

【ミニサッカーボールをGET！】

試合開始前にスタメン選手11名が
サイン入りミニ⚽ボールを観客席
へ投げ入れます。
是非、お気に入りの選手のボールを
ゲットして下さい！

次回ホームゲームお知らせ

2019中国サッカーリーグ順位

順位 チーム名
試合
数

勝点 得失点

1 三菱水島 5 15 19
2 IPU環太平洋大学FC 5 15 10
3 SRC広島 5 14 9
4

JXエネルギーTG水
島 5 9 4

5 FCバレイン下関 5 6 -1

6 NTN岡山 5 4 -3
7 富士ゼロックス広島 5 4 -5
8 原田鋼業 5 3 -13
9 浜田FCコスモス 5 2 -11
10 廿日市FC 5 1 -9

2019年6月9日現在

山口市湯田温泉にてお店を構える「鶏まる」様が初出店！

～メニュー～
唐揚げ

揚げたこ焼き
フライドポテト
わかめしぐれご飯
フランクフルト

バレインビール（ブルービール）
海峡サワー
海峡スカッシュ

みんな大好き
そよ風ヨーグルト
のカレーが発売！
是非ご賞味下さ
い！

【本日のエスコートキッズ】

本日のエスコートキッズに小月サッ
カースポーツ少年団の選手達です
(^^♪
選手入場時大きな大きな拍手でお迎
え下さい♪

【ファミールブルー募集開始】

ファミールブルー（個人サポーター会員）の受付を次節、
6/23（日）より受付開始いたします。
「ファミユ」とはフランス語で「家族」の意。
是非、ご入会お願いいたします。

FCバレイン下関サポーターグループ

青鯨団（ブルーホエールズ）
応援チャント集

⚽さぁゆこう！
さぁ ゆこう 下関 選手入場時チャント

⚽荒波チャント
今こそ見せろよ バレインの誇り
荒波乗り越え 行こうぜ下関
オ～・・・

⚽次のステージへ
さぁ ゆこう 次のステージへ
ともに戦おう 俺たち下関

⚽バレインGO
バレイン下関 GO
ゆくぞバレイン
俺たちと共にゲットゴール

⚽バッバッバレイン
バッバッバレインGO!GO!
ラ～ラ～ラララララララ
ラ～～～

⚽下関！
オ～ 下関
バレイン バレイン 下関

2019シーズン新チャント
どんな困難も乗り越えよ
うという思いが込めらて
います

選手・サポーター共に
闘おうというメッセー
ジを込めて歌おう♪

ゴールを決めてくれと
言う願いを込めて歌お
う♪

原曲は「しもるん体操」
CK、FKなどのチャンスの
時に歌おう♪

お馴染みのメロディ♪
1番よく使われるチャン
トです♪ 2019年6月23日 11：00KICK OFF

乃木浜総合公園（天然芝グラウンド）

VS NTN岡山次節のお知らせ（アウェーゲーム）

2019年6月16日（日） 13：40KICK OFF

VS 廿日市FC（廿日市グリーンフィールド：広島県）

■会員詳細

金額：3000円
期間：入会日～2020年1月31日まで

特典内容：
①クラブ2019オリジナルピンバッジ
②会員証
③ファン感謝祭、お楽しみ抽選会参加権
④クラブグッズ会員割引

スタンド入口、クラブブースにて受付を行って
おります。

会員特典ピンバッジ
デザイン

ピッチ大開放 ＆ バレインサッカー教室

試合終了後のイベントとして今節もピッチ大開放を行います。
また、ピッチ開放中に選手たちが直接指導する
バレインサッカー教室も無料開催！！サッカー教室は先着40名
となっていますので、クラブブースにて受付を行って下さい♪

【バレイングラス販売】

勝利の美酒は
バレイングラスで(^^♪

価格：1600円（税込）

クラブブースにて販売中！！

FCバレイン下関 富士セロックス広島



FCバレイン下関 2019prayer

№1 GK監督

西川 充
（にしかわ みつる）

1986/5/23
187㎝/88㎏
広島県出身

森下 仁志
1967/12/9
静岡県出身
S級ライセンス所有

☆主将☆副主将

№2 DF

★新加入

★新加入

★新加入★新加入 ★新加入

★新加入

Pickup prayer

Profile
森本 惟人（もりもと これひと）

1982年2月9日生
山口県下関市出身

下関中央工業～第一経済大学（現：日本経済大
学）～アルエット熊本（現：ロアッソ熊本）～
ニューウェーブ北九州（現：ギラヴァンツ北九
州）～バンディオンセ加古川～FCバレイン下関

～FC宇部ヤーマン～FCバレイン下関

岩村

【本日の試合予想＆見どころ】

孫

林

前節、首位を走る三菱水島FCに
敗戦をし、2勝3敗の5位でホーム
乃木浜に帰ってきたバレイン。
予想スタメンには前節、ベンチ
外となっていた佐久間の復帰を
予想。
前節には見られなかった相手の
裏を狙うロングボールやサイド
チェンジを佐久間には期待した
い。 また、前節より左サイド
のポジションに入っている孫は、
前節再三チャンスを作っており、
孫に良い形でボールを持たせる
ことで得点のチャンスを増やし
たい。そして、この試合は
前線の3人に注目したい。
エース森本を起点に

第5節試合結果

第 回中国サッカーリーグ/第5節 AWAY

6月2日（日）11：00 政田サッカー場

三菱水島FC VS FCバレイン下関

【選手交代】
59分：№4中川 → №30霜出
70分：№6沖田 → №8竹田
78分：№24安片→№19法龍院

【得点】
26分：失点
54分：失点
56分：失点
71分：№39岩村（№22田原）
73分：失点

長 宏哉
（ちょう ひろや）

1993/11/27
158㎝/60㎏
広島県出身

吉沢 凜太郎
（よしざわ りんたろう）

1996/11/23
175㎝/68㎏
鹿児島県出身

中川 心平
（なかがわ しんぺい）

1984/11/7
169㎝/60㎏
山口市出身

須子 輝太郎
（すこ こうたろう）

1993/1/6
173㎝/70㎏
宇部市出身

孫 正倫
（そん じょんりゅん）

1991/9/18
174㎝/68㎏
★下関市出身

沖田 康佑
（おきた こうすけ）

1992/1/13
171㎝/65㎏
宇部市出身

竹田 裕昭
（たけだ ひろあき）

1985/5/29
174㎝/64㎏
★下関市出身

山本 盾
（やまもと じゅん）

1996/9/11
163㎝/58㎏
山口市出身

森本 惟人
（もりもと これひと）

1982/2/9
172㎝/66㎏
★下関市出身

前田 昇吾
（まえだ しょうご）

1988/11/11
172㎝/68㎏
★下関市出身

佐久間 大樹
（さくま だいき）

1987/6/7
180㎝/80㎏
東京都出身

鈴木 雄大
（すずき ゆうだい）

2000/7/4
175㎝/69㎏
福岡県出身

五月女 涼
（そうとめ りょう）

1995/6/13
165㎝/60㎏
福岡県出身

田村 隆生
（たむら りゅうせい）

1987/6/3
170㎝/65㎏
柳井市出身

馬越 俊樹
（うまこし としき）

1997/2/27
170㎝/64㎏
愛媛県出身

～「10番」の誇り～

前線での体を張ったポストプレー、
献身的な守備、打点の高いヘディ
ング、そしてここぞの時に決める
勝負強さは37歳になった今も健在

東條 翔太
（とうじょう しょうた）

1991/12/28
174㎝/63㎏
★下関市出身

猪本 直家
（いのもと なおや）

1995/3/21
165㎝/59㎏
熊本県出身

田原 伊織
（たはら いおり）

1996/12/12
168㎝/68㎏
福岡県出身

法龍院 実佑
（ほうりゅういん みゆう）

2000/5/9
161㎝/62㎏
山口市出身

安片 政人
（やすかた まさと）

1993/4/20
172㎝/66㎏
熊本県出身

大賀 優将
（おおが ゆうしょう）

1993/9/9
165㎝/65㎏
★下関市出身

霜出 優斗
（しもいで ゆうと）

1997/7/1
164㎝/64㎏
鹿児島県出身

林 慎太郎
（はやし しんたろう）

1996/4/26
171㎝/64㎏
熊本県出身

大枝 正和
（おおえだ まさかず）

1989/7/5
178㎝/68㎏
山口市出身

岩村 勝利
（いわむら しょうり）

1996/6/5
173㎝/73㎏
福岡県出身

塩崎 謙人
（しおざき けんと）

1998/12/11
168㎝/62㎏

山陽小野田市出身

№3 MF №4 MF №5 DF №6 DF №7 MF

№8 DF №9 MF №10 FW №11 MF №14 MF №15 FW №16 MF №17 MF

№18 MF №19 DF №20 FW №23 MF №24 MF №27 MF

清水 辰之輔
（しみず しんのすけ）

2000年12月28日
169㎝67㎏
防府市出身

橘木 郁耶
（すのき ふみや）

1996/8/3
166㎝/62㎏
熊本県出身

⚽予想スタメン

№28 MF №30 FW №33 GK №40 MF

森本
岩村林

田原 中川

孫
（CAP）

安片

須子 沖田
吉沢

西川

森本

西川

竹田 吉沢
佐久間

安片

田原 田村

全国社会人サッカー大会中国予選の代表決定戦でシュート1本
に抑えられ完敗を喫した三菱水島FCとの再戦となった。試合
開始直後は優勢に試合を運び、シュートまで繋げるものの、
相手の集中した守備を前に得点を奪えず。
逆に26分に一瞬の隙をつかれ与えたくなかった先制点を奪わ
れる。 後半開始直後にあった決定的チャンスを逃し、逆に
相手に得点を奪われ点差を広げられる。 71分に岩村が追撃
ののろしを上げる得点を奪うが2分後にダメ押しゴールを奪わ
れ敗戦。中国リーグ首位の力を見せつけられた1戦となった。

万能型ストライカーの岩村、そして独特なドリブルを駆使し、
「個」で局面を打開することが可能な林。 この3人の迫力ある攻
撃がフィットするかで結果が大きく変わることは間違いない。
この3人を操るのがボランチの田村と田原だ。
DFラインから数多くボールを引き出し、チームの潤滑油として前線
にパスを供給するプレーを期待したい。
対する富士ゼロックス広島はここまで1勝1分3敗の7位ながら、前節
原田鋼業に4-1で完勝している。企業チームならではのまとまりが
あり、勢いに乗らせないことが大事になってくる。
結果次第では順位が入れ替わり、重要な試合となることは間違いな
い。

№22 MF

№32 MF №39 FW

5月26日、乃木浜総合公園に鳴り響く大歓声の中、両手を広げ歓喜の中心にいたのはＦＣバレイン下関背番号10
番だった。

森本 惟人、37歳。
エースナンバー10を背負い、今なお、絶対的エースとしてチームを引っ張る存在だ。
その活躍ぶりに地元下関ではＦＣバレイン下関のことを知らずとも「森本惟人」を知る者は少なくない。

森本は1982年に下関にて生まれる。
小学校3年時に野球を始めるつもりだったが、「野球部の監督が怖かった」からと言う理由でサッカーへ方向転
換する。
だが、徐々にサッカーにのめり込み、中学時代には下関選抜に選ばれるまでに成長する。

当時、全国的にも強豪校になっていた多々良学園（現：高川学園）を倒したいと言う一心で、下関選抜のチーム
メイトらと共に地元の下関中央工業に進むも、多々良学園に勝つことはできなかった。
高校卒業後は、高校時代の監督から「県外」の大学に行くことを勧められ、福岡県にある第一経済大学（現：日
本経済大学）へ進む。
進学したものの大学時代はチームとしても個人としても、突き抜けるような活躍はできなかったと森本は語る。

大学卒業後は、一般企業に就職せずに、九州リーグに所属するアルエット熊本（現：ロアッソ熊本）に入団する
ことになるが、就職ではなく、サッカーを続けた理由を本人に問うと、
「単純にまだまだサッカーがしたいと思いました。当時、アルエット熊本はJFLから落ちてきたばかりでした。ア
ルエットの前身はNTT熊本で社員として働いている選手や僕みたいに県外からサッカーをしに来た選手が混在し
ていて、今のバレインに似た感じでしたね」
単純にまだサッカーしたい・・・実にサッカーが大好きな森本らしい回答だった

翌年には、北九州から将来のＪリーグ入りを目指すと宣言していたニューウェーブ北九州（現：ギラヴァンツ北
九州）に移籍。
ニューウェーブ北九州では2年目より背番号10を背負い、九州リーグ優勝、ＪＦＬ昇格等に貢献した。
「2年目のシーズンからJリーグ経験者がプロ契約選手として入団してきたんですが、そこからですね。
将来Jリーグでプレーしたい！サッカーで飯を食べたい！って強く思うようになりました。
3年目からようやくプロ契約を勝ち取りましたが、結果が全てのプロの世界。正直、そこからの方が苦しかった
ですし、サッカーを楽しめていない時期もありました」
シーズンを通して怪我続きだった2009年にギラヴァンツ北九州より戦力外通告を受けて、バンディオンセ加古川
（関西リーグ）に活躍の場を移した。
「悔しさはありませんでした。その年は怪我も多かったですし、契約満了になるだろうなと自分自身である程度
覚悟ができていました。 ただ、まだサッカーを続けたい一心でチームを探し、バンディオンセ加古川に入団が
決まりました。見返してやろうと言う気持ちよりも次はこのクラブをJFLに上げたいと思いましたね。」

新たな活躍の場を関西の地に移し、1シーズンプレーするも翌シーズンは、地元クラブでプレーしたい気持ちが
日々強くなり、また高校時代のチームメイトも在籍していた地元下関のチーム「ＦＣバレイン下関」への入団を
決める。

「コレ（森本選手）が帰って来るって聞いた時は良い意味で本当にチーム関係者みんなびっくりした（笑）マジ
かよ！？あの森本が！？みたいな感じだった（笑）びっくりしたのと同時に今後のバレインの為には何が何でも
コレを入団させないといけないと思った」と当時のクラブ代表だった原田氏（現：ウエストネーション下関ＳＣ
理事長）は入団の経緯を興奮気味に話してくれた。

強い覚悟をもってバレインへの入団を決めた森本だったが今まで在籍したクラブとの環境の差に愕然とした。
「タバコは吸うは、ヘラヘラしながらサッカーするわ・・・。えっ！お前ら真剣に上を目指す気ある？っていつも思っていました。ただ、当時はその思いを口に出
すと逆に浮いていたんで、周りに流されてというか流されるしかなく楽しい趣味のようなサッカーを自分もいつの間にかやっていました」
クラブを強くしたい、下関にＪリーグクラブを誕生させたいとの思いはあるが中々思い通りにいかないジレンマもあり、2シーズン過ごしたのち、一度クラブを離れ
る決断をする。

2014年に再びバレインに戻ったが、転機はその年の8月。 ある選手の加入をきっかけにチームが変わりだしたと森本は言う。
「まさかでしたが、こうちゃん（福原：現クラブ代表）が県リーグのチームにレノファからレンタル移籍で加入してきました（笑）
翌年にはニシ（西川選手）や康佑（沖田選手）、昇吾（前田選手）ら元レノファ組が多数入団してきました。
更に元Jリーガーの船津コーチの就任も決まったことで、ようやくこのクラブで胸を張って上を目指して戦えると思いましたね。」
2014年以降、有望選手が集まり出し、クラブを支援してくれる企業の数も劇的に増えた。

ただ、後1歩のところで結果が出ないシーズンが続く。
そんな中、2017年に福原が監督に就任。
元チームメイト、そして自分より歳が下の選手が監督となり、正直やりづらい部分が多々あったと森本は当時を振り返る。
福原曰く、「監督に就任してからコレと関係が良くない時期もありましたね（笑）お互い色々な思いがあったと思います。それでも彼とは昇格したいというベクト
ルはずっと一緒だったと確信しています。昨年の昇格決定戦の試合前に円陣を組んだ時に彼が「監督と原田さんが本当に頑張ってくれたからここまでこれた。この
二人を胴上げする為に絶対勝とう」みたいなことを言ってくれたんですよね。辛いことの方が多かった監督時代ですが、監督やって良かったなって思いました。試
合前に泣いちゃいそうでしたよ（笑）でも、あの言葉でチームが一気に団結した感じがしました」
森本の言葉で、正にチーム「一丸」となったチームは怒涛の攻撃力を発揮し、4-1の完勝で中国リーグ昇格を決めた。

そして2019年。
念願だった中国リーグでのプレー、そしてクラブ初のプロ監督の元でのシーズンを迎えた訳だが、
「開幕してから、中々使われない時期がありました。 悔しいと言うより、何で俺を使ってくれないんだ！ 俺の方が絶対いい！ っていう気持ちが強かったで
す。 絶対にスタメンを取り返す気持ちで練習していました。 最近はコンディションも上がってきていますし、改善点は多々あるけど、中国リーグでも全然や
れると思っています。 試合に出ていない時期もあった分、ここからもっともっとチームに貢献したいですね。
森さん（森下監督）に関しては、厳しいことも言われます。ただ、この歳になっても新たな発見や気付かされることも多く、日々学ばせてもらっていますよ」
チームとしては中々結果は出せていない現状だが、森本から力強い言葉を聞くことができた。

「ホーム開幕戦でブルーに染まるスタンドを見た時に、入団当初のことを思い出しました。 バレインの試合にこんなに沢山の方が来てくれるようになったんだ
なって。だからこそ皆さんの応援を背にずっとプレーしたい気持ちは当然あります。ただ僕は先のことは考えたくないです。 今年、そして目の前の試合、練習に
100％で取り組んで、後悔だけはしたくないと毎日思いながらプレーしています」

自身が背負う「10番」について、
「10番って良くも悪くも10番なんですよ。僕はどんなサッカーの試合やスコアでも、見るときには必ず最初に10番の選手を見ます。
やっぱり10番は特別ですよ。 チームで1番の選手が着ける番号だと思っていますから。
だからこそ今、10番をいただいている重みもありますし、10番の選手がベンチなんてありえないっていうプライドもあります。
番号に見合った活躍をしたいと常に意識させてくれる番号です」

紆余曲折を繰り返し地元下関に戻ってきた森本。
特別な選手のみが背負うことができる10番を背に、森本のゴールで乃木浜を歓喜の渦へ導く！
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