
□001 福森　晃斗 （札幌）
□002 駒井　善成 （札幌）
□003 チャナティップ （札幌）
□004 キム　ミンテ （札幌）
□005 ク　ソンユン （札幌）
□006 進藤　亮佑 （札幌）
□007 菅　大輝 （札幌）
□008 三好　康児 （札幌）
□009 ジェイ （札幌）
□010 永戸　勝也 （仙台）
□011 板倉　滉 （仙台）
□012 奥埜　博亮 （仙台）
□013 石原　直樹 （仙台）
□014 平岡　康裕 （仙台）
□015 野津田　岳人 （仙台）
□016 富田　晋伍 （仙台）
□017 関　憲太郎 （仙台）
□018 大岩　一貴 （仙台）
□019 クォン　スンテ （鹿島）
□020 昌子　源 （鹿島）
□021 植田　直通 （鹿島）
□022 土居　聖真 （鹿島）
□023 金崎　夢生 （鹿島）
□024 山本　脩斗 （鹿島）
□025 三竿　健斗 （鹿島）
□026 安西　幸輝 （鹿島）
□027 小笠原　満男 （鹿島）
□028 西川　周作 （浦和）
□029 マウリシオ （浦和）
□030 宇賀神　友弥 （浦和）
□031 槙野　智章 （浦和）
□032 遠藤　航 （浦和）
□033 武藤　雄樹 （浦和）
□034 マルティノス （浦和）
□035 青木　拓矢 （浦和）
□036 興梠　慎三 （浦和）
□037 ユン　ソギョン （柏）
□038 小泉　慶 （柏）
□039 クリスティアーノ （柏）
□040 江坂　任 （柏）
□041 小池　龍太 （柏）
□042 伊東　純也 （柏）
□043 キム　ボギョン （柏）
□044 パク　ジョンス （柏）
□045 中村　航輔 （柏）
□046 室屋　成 （F東京）
□047 森重　真人 （F東京）
□048 太田　宏介 （F東京）
□049 米本　拓司 （F東京）
□050 髙萩　洋次郎 （F東京）
□051 林　彰洋 （F東京）
□052 東　慶悟 （F東京）
□053 大森　晃太郎 （F東京）
□054 チャン　ヒョンス （F東京）
□055 チョン　ソンリョン （川崎F）
□056 谷口　彰悟 （川崎F）
□057 車屋　紳太郎 （川崎F）
□058 大島　僚太 （川崎F）
□059 小林　悠 （川崎F）
□060 中村　憲剛 （川崎F）
□061 エウシーニョ （川崎F）
□062 エドゥアルド　ネット （川崎F）
□063 家長　昭博 （川崎F）
□064 ミロシュ　デゲネク （横浜FM）
□065 ウーゴ　ヴィエイラ （横浜FM）
□066 遠藤　渓太 （横浜FM）
□067 天野　純 （横浜FM）
□068 飯倉　大樹 （横浜FM）
□069 中澤　佑二 （横浜FM）
□070 山中　亮輔 （横浜FM）
□071 ユン　イルロク （横浜FM）
□072 松原　健 （横浜FM）
□073 秋元　陽太 （湘南）
□074 菊地　俊介 （湘南）
□075 アンドレ　バイア （湘南）
□076 大野　和成 （湘南）
□077 イ　ジョンヒョプ （湘南）
□078 秋野　央樹 （湘南）
□079 山根　視来 （湘南）
□080 松田　天馬 （湘南）
□081 杉岡　大暉 （湘南）
□082 ファン　ソッコ （清水）
□083 フレイレ （清水）
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□084 竹内　涼 （清水）
□085 六反　勇治 （清水）
□086 河井　陽介 （清水）
□087 クリスラン （清水）
□088 松原　后 （清水）
□089 立田　悠悟 （清水）
□090 金子　翔太 （清水）
□091 大井　健太郎 （磐田）
□092 櫻内　渚 （磐田）
□094 田口　泰士 （磐田）
□095 中村　俊輔 （磐田）
□096 アダイウトン （磐田）
□097 川又　堅碁 （磐田）
□098 カミンスキー （磐田）
□099 高橋　祥平 （磐田）
□100 小林　裕紀 （名古屋）
□101 宮原　和也 （名古屋）
□102 ジョー （名古屋）
□103 ガブリエル　シャビエル （名古屋）
□104 秋山　陽介 （名古屋）
□105 ランゲラック （名古屋）
□106 青木　亮太 （名古屋）
□107 和泉　竜司 （名古屋）
□108 ホーシャ （名古屋）
□109 東口　順昭 （G大阪）
□110 ファビオ （G大阪）
□111 藤春　廣輝 （G大阪）
□112 三浦　弦太 （G大阪）
□113 遠藤　保仁 （G大阪）
□114 倉田　秋 （G大阪）
□115 米倉　恒貴 （G大阪）
□116 市丸　瑞希 （G大阪）
□117 長沢　駿 （G大阪）
□118 松田　陸 （C大阪）
□119 （山口）　蛍 （C大阪）
□120 水沼　宏太 （C大阪）
□121 柿谷　曜一朗 （C大阪）
□122 杉本　健勇 （C大阪）
□123 丸橋　祐介 （C大阪）
□124 木本　恭生 （C大阪）
□125 キム　ジンヒョン （C大阪）
□126 マテイ　ヨニッチ （C大阪）
□127 渡部　博文 （神戸）
□128 チョン　ウヨン （神戸）
□129 三田　啓貴 （神戸）
□130 ハーフナー　マイク （神戸）
□131 ルーカス　ポドルスキ （神戸）
□132 キム　スンギュ （神戸）
□133 田中　順也 （神戸）
□134 松下　佳貴 （神戸）
□135 三原　雅俊 （神戸）
□136 林　卓人 （広島）
□137 水本　裕貴 （広島）
□138 青山　敏弘 （広島）
□139 稲垣　祥 （広島）
□140 柏　好文 （広島）
□141 佐々木　翔 （広島）
□142 和田　拓也 （広島）
□143 川辺　駿 （広島）
□144 パトリック （広島）
□145 原川　力 （鳥栖）
□146 キム　ミンヒョク （鳥栖）
□147 福田　晃斗 （鳥栖）
□148 小林　祐三 （鳥栖）
□149 鄭　昇炫 （鳥栖）
□150 権田　修一 （鳥栖）
□151 吉田　豊 （鳥栖）
□152 高橋　秀人 （鳥栖）
□153 小野　裕二 （鳥栖）
□154 増田　卓也 （長崎）
□155 飯尾　竜太朗 （長崎）
□156 髙杉　亮太 （長崎）
□157 田上　大地 （長崎）
□158 ファンマ （長崎）
□159 島田　譲 （長崎）
□160 澤田　崇 （長崎）
□161 翁長　聖 （長崎）
□162 徳永　悠平 （長崎）
□163 児玉　剛 （山形）
□164 茂木　力也 （山形）
□165 中村　駿 （山形）
□166 田向　泰輝 （水戸）
□167 細川　淳矢 （水戸）
□168 小島　幹敏 （水戸）
□169 ヘニキ （栃木）
□170 大黒　将志 （栃木）
□171 西谷　和希 （栃木）
□172 菊地　光将 （大宮）



□173 山越　康平 （大宮）
□174 三門　雄大 （大宮）
□175 ロドリゲス （千葉）
□176 ラリベイ （千葉）
□177 熊谷　アンドリュー （千葉）
□178 ドウグラス　ヴィエイラ （東京V）
□179 上福元　直人 （東京V）
□180 奈良輪　雄太 （東京V）
□181 奥山　政幸 （町田）
□182 深津　康太 （町田）
□183 井上　裕大 （町田）
□184 藤井　悠太 （横浜FC）
□185 武田　英二郎 （横浜FC）
□186 カルフィン　ヨン　ア　ピン （横浜FC）
□187 湯澤　聖人 （甲府）
□188 リンス （甲府）
□189 小塚　和季 （甲府）
□190 守田　達弥 （松本）
□191 橋内　優也 （松本）
□192 永井　龍 （松本）
□193 安田　理大 （新潟）
□194 ソン　ジュフン （新潟）
□195 矢野　貴章 （新潟）
□196 作田　裕次 （金沢）
□197 清原　翔平 （金沢）
□198 庄司　朋乃也 （金沢）
□199 古橋　亨梧 （岐阜）
□200 田森　大己 （岐阜）
□201 ビクトル （岐阜）
□202 田中　マルクス闘莉王 （京都）
□203 染谷　悠太 　（京都）
□204 小屋松　知哉 （京都）
□205 後藤　圭太 （岡山）
□206 塚川　孝輝 （岡山）
□207 一森　純 （岡山）
□208 前　貴之 （山口）
□209 オナイウ　阿道 （山口）
□210 藤嶋　栄介 （山口）
□211 清水　健太 （讃岐）
□212 パク　チャニョン （讃岐）
□213 永田　亮太 （讃岐）
□214 ブエノ （徳島）
□215 大﨑　玲央 （徳島）
□216 島屋　八徳 （徳島）
□217 岡本　昌弘 （愛媛）
□218 小暮　大器 （愛媛）
□219 林堂　眞 （愛媛）
□220 鈴木　惇 （福岡）
□221 岩下　敬輔 （福岡）
□222 杉山　力裕 （福岡）
□223 黒木　晃平 （熊本）
□224 青木　剛 （熊本）
□225 佐藤　昭大 （熊本）
□226 鈴木　義宜 （大分）
□227 福森　直也 （大分）
□228 松本　怜 （大分）

□229 野々村　芳和 （札幌）
□230 千葉　直樹 （仙台）
□231 中田　浩二 （鹿島）
□232 堀　孝史 （浦和）
□233 渡辺　毅 （柏）
□234 石川　直宏 （F東京）
□235 中西　哲生 （川崎F）
□236 松永　成立 （横浜FM）
□237 ベッチーニョ （湘南）
□238 澤登　正朗 （清水）
□239 名波　浩 （磐田）
□240 中村　直志 （名古屋）
□241 松波　正信 （G大阪）
□242 森島　寛晃 （C大阪）
□243 吉田　孝行 （神戸）
□244 森﨑　浩司 （広島）
□245 豊田　陽平 （鳥栖）
□246 神崎　大輔 （長崎）

□247 Jリーグマスコット

□248
チェックリスト１
日本のスタジアム風景35
エコパスタジアム

□249
チェックリスト２
日本のスタジアム風景36
ノエビアスタジアム神戸

□250
チェックリスト３
日本のスタジアム風景37
トランスコスモススタジアム長崎

〈レジェンドカード〉

〈FUJI XEROX SUPER CUP 2018
Jリーグマスコット総選挙カード〉

〈チェックリストカード〉



□SG001 福森　晃斗 （札幌）
□SG002 兵藤　慎剛 （札幌）
□SG003 深井　一希 （札幌）
□SG004 宮澤　裕樹 （札幌）
□SG005 チャナティップ （札幌）
□SG006 小野　伸二 （札幌）
□SG007 永戸　勝也 （仙台）
□SG008 奥埜　博亮 （仙台）
□SG009 石原　直樹 （仙台）
□SG010 野津田　岳人 （仙台）
□SG011 関　憲太郎 （仙台）
□SG012 大岩　一貴 （仙台）
□SG013 クォン　スンテ （鹿島）
□SG014 昌子　源 （鹿島）
□SG015 鈴木　優磨 （鹿島）
□SG016 山本　脩斗 （鹿島）
□SG017 三竿　健斗 （鹿島）
□SG018 安部　裕葵 （鹿島）
□SG019 マウリシオ （浦和）
□SG020 遠藤　航 （浦和）
□SG021 武藤　雄樹 （浦和）
□SG022 長澤　和輝 （浦和）
□SG023 青木　拓矢 （浦和）
□SG024 ズラタン （浦和）
□SG025 中谷　進之介 （柏）
□SG026 中山　雄太 （柏）
□SG027 大谷　秀和 （柏）
□SG028 中川　寛斗 （柏）
□SG029 ハモン　ロペス （柏）
□SG030 細貝　萌 （柏）
□SG031 吉本　一謙 （F東京）
□SG032 丸山　祐市 （F東京）
□SG033 永井　謙佑 （F東京）
□SG034 久保　建英 （F東京）
□SG035 橋本　拳人 （F東京）
□SG036 前田　遼一 （F東京）
□SG037 谷口　彰悟 （川崎F）
□SG038 車屋　紳太郎 （川崎F）
□SG039 大島　僚太 （川崎F）
□SG040 小林　悠 （川崎F）
□SG041 中村　憲剛 （川崎F）
□SG042 家長　昭博 （川崎F）
□SG043 喜田　拓也 （横浜FM）
□SG044 遠藤　渓太 （横浜FM）
□SG045 天野　純 （横浜FM）
□SG046 山中　亮輔 （横浜FM）
□SG047 イッペイ　シノヅカ （横浜FM）
□SG048 松原　健 （横浜FM）
□SG049 秋元　陽太 （湘南）
□SG050 菊地　俊介 （湘南）
□SG051 アンドレ　バイア （湘南）
□SG052 大野　和成 （湘南）
□SG053 秋野　央樹 （湘南）
□SG054 杉岡　大暉 （湘南）
□SG055 竹内　涼 （清水）
□SG056 鄭　大世 （清水）
□SG057 河井　陽介 （清水）
□SG058 北川　航也 （清水）
□SG059 松原　后 （清水）
□SG060 金子　翔太 （清水）
□SG061 大井　健太郎 （磐田）
□SG063 川又　堅碁 （磐田）
□SG064 カミンスキー （磐田）
□SG065 上原　力也 （磐田）
□SG066 三浦　龍輝 （磐田）
□SG067 宮原　和也 （名古屋）
□SG068 ガブリエル　シャビエル （名古屋）
□SG069 佐藤　寿人 （名古屋）
□SG070 青木　亮太 （名古屋）
□SG071 玉田　圭司 （名古屋）
□SG072 和泉　竜司 （名古屋）
□SG073 東口　順昭 （G大阪）
□SG074 三浦　弦太 （G大阪）
□SG075 遠藤　保仁 （G大阪）
□SG076 倉田　秋 （G大阪）
□SG077 ファン　ウィジョ （G大阪）
□SG078 市丸　瑞希 （G大阪）
□SG079 （山口）　蛍 （C大阪）
□SG080 水沼　宏太 （C大阪）
□SG081 柿谷　曜一朗 （C大阪）
□SG082 杉本　健勇 （C大阪）
□SG083 清武　弘嗣 （C大阪）
□SG084 山村　和也 （C大阪）
□SG085 渡部　博文 （神戸）
□SG086 ルーカス　ポドルスキ （神戸）
□SG087 小川　慶治朗 （神戸）

［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉



□SG088 渡邉　千真 （神戸）
□SG089 中坂　勇哉 （神戸）
□SG090 藤谷　壮 （神戸）
□SG091 水本　裕貴 （広島）
□SG092 青山　敏弘 （広島）
□SG093 稲垣　祥 （広島）
□SG094 柏　好文 （広島）
□SG095 佐々木　翔 （広島）
□SG096 川辺　駿 （広島）
□SG097 原川　力 （鳥栖）
□SG098 キム　ミンヒョク （鳥栖）
□SG099 福田　晃斗 （鳥栖）
□SG100 権田　修一 （鳥栖）
□SG101 吉田　豊 （鳥栖）
□SG102 小野　裕二 （鳥栖）
□SG103 前田　悠佑 （長崎）
□SG104 幸野　志有人 （長崎）
□SG105 中原　彰吾 （長崎）
□SG106 中村　慶太 （長崎）
□SG107 碓井　鉄平 （長崎）
□SG108 チェ　キュベック （長崎）
□SG109 山田　拓巳 （山形）
□SG110 瀬沼　優司 （山形）
□SG111 阪野　豊史 （山形）
□SG112 木村　祐志 （水戸）
□SG113 黒川　淳史 （水戸）
□SG114 岸本　武流 （水戸）
□SG115 ジョニー　レオーニ （栃木）
□SG116 牛之濵　拓 （栃木）
□SG117 ネイツ　ペチュニク （栃木）
□SG118 茨田　陽生 （大宮）
□SG119 大前　元紀 （大宮）
□SG120 マテウス （大宮）
□SG121 為田　大貴 （千葉）
□SG122 熊谷　アンドリュー （千葉）
□SG123 矢田　旭 （千葉）
□SG124 内田　達也 （東京V）
□SG125 井上　潮音 （東京V）
□SG126 梶川　諒太 （東京V）
□SG127 杉森　考起 （町田）
□SG128 平戸　太貴 （町田）
□SG129 小島　雅也 （町田）
□SG130 野村　直輝 （横浜FC）
□SG131 佐藤　謙介 （横浜FC）
□SG132 イバ （横浜FC）
□SG133 堀米　勇輝 （甲府）
□SG134 新井　涼平 （甲府）
□SG135 小椋　祥平 （甲府）
□SG136 田中　隼磨 （松本）
□SG137 前田　大然 （松本）
□SG138 高崎　寛之 （松本）
□SG139 磯村　亮太 （新潟）
□SG140 河田　篤秀 （新潟）
□SG141 小川　佳純 （新潟）
□SG142 大橋　尚志 （金沢）
□SG143 佐藤　洸一 （金沢）
□SG144 マラニョン （金沢）
□SG145 阿部　正紀 （岐阜）
□SG146 田中　パウロ淳一 （岐阜）
□SG147 小野　悠斗 （岐阜）
□SG148 岩崎　悠人 （京都）
□SG149 染谷　悠太 （京都）
□SG150 小屋松　知哉 （京都）
□SG151 上田　康太 （岡山）
□SG152 椋原　健太 （岡山）
□SG153 赤嶺　真吾 （岡山）
□SG154 渡辺　広大 （山口）
□SG155 佐藤　健太郎 （山口）
□SG156 三幸　秀稔 （山口）
□SG157 佐々木　匠 （讃岐）
□SG158 重松　健太郎 （讃岐）
□SG159 岡村　和哉 （讃岐）
□SG160 内田　裕斗 （徳島）
□SG161 岩尾　憲 （徳島）
□SG162 杉本　太郎 （徳島）
□SG163 前野　貴徳 （愛媛）
□SG164 有田　光希 （愛媛）
□SG165 神田　夢実 （愛媛）
□SG166 森本　貴幸 （福岡）
□SG167 石津　大介 （福岡）
□SG168 ドゥドゥ （福岡）
□SG169 上村　周平 （熊本）
□SG170 皆川　佑介 （熊本）
□SG171 田中　達也 （熊本）
□SG172 伊佐　耕平 （大分）
□SG173 小手川　宏基 （大分）
□SG174 三平　和司 （大分）
□SG175 グランパスくん （名古屋）



□SG176 レノ丸 （山口）
□SG177 東京ドロンパ （F東京）

□NSG01 駒井　善成 （札幌）
□NSG02 三好　康児 （札幌）
□NSG03 板倉　滉 （仙台）
□NSG04 阿部　拓馬 （仙台）
□NSG05 安西　幸輝 （鹿島）
□NSG06 武富　孝介 （浦和）
□NSG07 マルティノス （浦和）
□NSG08 瀬川　祐輔 （柏）
□NSG09 亀川　諒史 （柏）
□NSG10 ディエゴ　オリヴェイラ （F東京）
□NSG11 富樫　敬真 （F東京）
□NSG12 大久保　嘉人 （川崎F）
□NSG13 守田　英正 （川崎F）
□NSG14 仲川　輝人 （横浜FM）
□NSG15 ユン　イルロク （横浜FM）
□NSG16 梅崎　司 （湘南）
□NSG17 ミキッチ （湘南）
□NSG18 ファン　ソッコ （清水）
□NSG19 クリスラン （清水）
□NSG20 新里　亮 （磐田）
□NSG21 田口　泰士 （磐田）
□NSG22 ジョー （名古屋）
□NSG23 ランゲラック （名古屋）
□NSG24 矢島　慎也 （G大阪）
□NSG25 中村　敬斗 （G大阪）
□NSG26 高木　俊幸 （C大阪）
□NSG27 ヤン　ドンヒョン （C大阪）
□NSG28 那須　大亮 （神戸）
□NSG29 チョン　ウヨン （神戸）
□NSG30 渡　大生 （広島）
□NSG31 ティーラシン （広島）
□NSG32 高橋　祐治 （鳥栖）
□NSG33 高橋　秀人 （鳥栖）
□NSG34 鈴木　武蔵 （長崎）
□NSG35 ベン　ハロラン （長崎）
□NSG36 小林　成豪 （山形）
□NSG37 ジェフェルソン　バイアーノ （水戸）
□NSG38 西河　翔吾 （栃木）
□NSG39 ロビン　シモヴィッチ （大宮）
□NSG40 高木　利弥 （千葉）
□NSG41 林　陵平 （東京V）
□NSG42 ロメロ　フランク （町田）
□NSG43 山本　海人 （横浜FC）
□NSG44 太田　修介 （甲府）
□NSG45 前田　直輝 （松本）
□NSG46 アレックス　ムラーリャ （新潟）
□NSG47 梅鉢　貴秀 （金沢）
□NSG48 山岸　祐也 （岐阜）
□NSG49 重廣　卓也 （京都）
□NSG50 阿部　海大 （岡山）
□NSG51 坪井　慶介 （山口）
□NSG52 麻田　将吾 （讃岐）
□NSG53 シシーニョ （徳島）
□NSG54 神谷　優太 （愛媛）
□NSG55 輪湖　直樹 （福岡）
□NSG56 青木　剛 （熊本）
□NSG57 藤本　憲明 （大分）
※各50枚限定

〈新加入選手直筆サインカード〉
※SG062は欠番
※各50枚限定


