
愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

GK 1 羽 田 敬 介 
【キーパーグローブ】 

入札件数 

 

 サイズ 最低入札価格 ５，０００円 
今シ－ズンから着用しているｍｉｔｒｅのキ－パ-グロ－ブ！ 

第 3 節ヴェルディ戦使用！ 
【ジャン氏より】 
このキーパーグローブは、あのキングカズのシュートを受け止めたグロー
ブ！ 「さすがに、カズさんのシュートを最初にキャッチする時は緊張しま
した。。」 というのは羽田キャプテンのコメントだ！ 
【商品豆知識】 
 愛南町（旧一本松町）出身、清水エスパルス、セレッソ大阪とＪリーグ
を経験。Ｊリーグ昇格を懸けた２００５シーズン加入。全試合に出場し、
ゴールを守り抜き、Ｊリーグ昇格に貢献。 今回出展の［mitre Wrap］
は新機能満載のニューモデル。マイターはイングランド代表チームやＦＡ
カップ決勝にもボールを提供している名門メーカー。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF 2 加 藤 毅 
【愛媛ＦＣポロシャツ】 

入札件数 

 

 サイズ  ３Ｌ 最低入札価格 １，０００円 
2005 年 JFL 優勝したシーズンの公式移動着のポロシャツ！ 

全ての移動に着用しました。 
【ジャン氏より】 
移動の時に、バスの中でいつも一番先に眠っちゃうことで有名な加藤選
手！ 「よだれを垂らしている姿をよく見かけましたよ」というのは、事務
局スタッフ（兼ホペイロ、 兼ライン引き、兼お笑い担当）の Ｊ氏。加藤
選手よだれ付き（でも洗ってるので今はキレイ！）ポロシャツをゲットし
よう！ 
【商品豆知識】 
その真面目なキャラクターと、空中戦の強さで一気にサポーターの心をつ
かんだ。出展は昨年移動用に使用していた愛媛ＦＣロゴ入りポロシャツ。
試合が終わって、息つく間もなく移動して飛行機に乗り込んだことも。。。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  3 八 柄 堅 一 
【練習試合用ユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ  ＸＯ 最低入札価格 ３，０００円 
2005 年シーズン練習試合用ユニホーム！ 

【ジャン氏より】 
落札者にはサイン＆メッセージが入ります！ 
（直接引き取りの方に限ります） 

【商品豆知識】 
  左サイドからのクロスでチャンスを演出する攻撃的なサイドバック。
愛媛ＦＣキャラクターをデザインした能田達規先生の漫画「オレンジ」の
サイドラインの魔術師下柳京四郎を思い出させる。 
 出展は２００５シーズン練習試合用のユニホーム。今回の中では珍しい
オレンジのシャツです。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  4 泉 谷 光 紀 
【キーパーグローブ】 

入札件数 

 

 サイズ ２６．０ 最低入札価格 ３，０００円 
2004 年インカレベスト８時に履いていた思い出のスパイク！ 

【ジャン氏より】 
今シーズンはここまで出場機会が無い泉谷選手。しかし、その実力は、昨
シーズンまで 愛媛ＦＣ在籍の柄澤選手の折り紙つき！と言うのも、2 人は
鹿屋体育大学で先輩後輩の仲なのだ！「あいつは本物です！」柄澤先輩の
コメントを裏切るなよイズ！（※でも柄澤選手のコメントはちょっと信用
が。。。と思ったあなた！ ま、穏便に（笑）） 
【商品豆知識】 
  今年加入の泉谷選手からはスパイクがなんと２足です。上の写真はプ
ーマ固定式スパイク０１４２（定価２１，０００円）、下の写真はプーマ取
替式スパイクメキシコライト（定価１８，３７５円）でしょうか？どちら
もロングセラーの名品です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  5 星 野 真 悟 
【スパイク（ディアドラ、サイン有）】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．５ 最低入札価格 ５，０００円 
第 4 節札幌戦で J2 初ゴールを決めたときのスパイク 

【ジャン氏より】 
なんと、あのＪリーグ初ゴールを決めた時のスパイクを出展するとはさす
がフィールドのライオンホッシー！しかもサイン入りとくれば、これは僕
もホッシー！（くだらんですね。。すいません。。） 
 
【商品豆知識】 
 不動のセンターバックの位置を固めつつある星野選手からは、第４節コ
ンサドーレ戦で得点を挙げたとき履いていた貴重なスパイク。イタリア代
表１０番のトッティ選手使用モデルの日本人向スパイク。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  6 川 井 光 一 
【ユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ Ｏ－ＸＯ 最低入札価格 ５，０００円 
愛媛ＦＣJFL1 年目、背番号 2 時代の UMBRO の公式ユニホ－ム！ 

ホーム（青）、アウェイ（白）の上下両バ－ジョン！ 
【ジャン氏より】 
これはやばい。。数々のファンを持つ、あのコウイチのユニ。。しかも JFL
一年目という一品。感動、興奮、絶望、歓喜、そして汗と涙がにじんだこ
のユニホームは、自分の人生でくじけそうになった時、必ず生きる活力を
思い出せてくれるに違いないだろう！大好きだっコウイチ！ 
【商品豆知識】 
 高校時代は日本高校選抜にも選ばれた逸材。２００５シーズン開幕戦で
も、左サイドからのクロスで得点を演出。出展はこれも貴重な愛媛ＦＣが
ＪＦＬ初年度を戦ったユニホーム。現在のディアドラ社ではなくアンブロ
社製です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  7 金 守 智 哉 
【トレーニングシューズ】 

入札件数 

 

 サイズ ２６．５ 最低入札価格 ５，０００円 
ASRE で使用していたトレ－ニングシュ－ズ！まだ新しいです！ 

【ジャン氏より】 
「これはあえてサインは入れないで行きます！」金守選手のコメントで
す！それほど、まだ十分に新しい一品！しかし、かなり愛用していたらし
く、チームでは金守選手のトレードマークにもなっていたほどの一品！こ
のシューズをはけば、あなたも明日からカテナチオ！（特に意味なし（笑）） 
【商品豆知識】 
  愛媛の守備の中心選手。この人がいるのといないのとでは安定感が違
います。出展はプーマトレーニングシューズｖ３．０６ＴＴ。今回日本代
表巻選手で話題になった緑のスパイクの色違いのモデルです。バルセロナ
のエトー選手なども使用しているプロモデルのトレーニングシューズです。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  8 濱 岡 和 久 
【スパイク（ディアドラ、サイン無）】 

入札件数 

 

 サイズ ２６．０ 最低入札価格 ５，０００円 
別注で愛媛ＦＣカラ－のオレンジに変えてあるディアドラのスパイク 

今期Ｊ2 での公式戦でも履いているモデル！ 
【ジャン氏より】 
これはやばい。。浜ちゃんの、しかも愛媛ＦＣカラー特注の一品。 今や愛
媛のシンボル、そしてちびっ子たちのアイドル。 「背が小さくてもサッカ
ーはできるんです。それをＪで証明したい。そして多くの ちびっ子選手た
ちに夢を与えたい」 ちびっ子諸君！濱岡選手のスパイクをゲットして、ぜ
ひ未来の愛媛ＦＣ選手を目指してくれ！ 
【商品豆知識】 
 愛媛のファンタジスタ濱岡選手の履くスパイクの名前もディアドラ「フ
ァンタジスタＭＤ」。世界のファンタジスタ、元イタリア代表のロベルトバ
ッジオ選手モデルの後継タイプです。愛媛ＦＣカラーの特注品です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  9 川 井 健 太 
【ユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ  ＸＯ 最低入札価格 ５，０００円 
2004 年シ－ズンの背番号 26 時代の公式ユニホ－ム！ 

【ジャン氏より】 
何を隠そう、屈辱の 2004 シーズン（大塚製薬、ザスパがＪ昇格のシーズン）、
初ゴールをあげたのが川井健太選手。そしてその時着用していたのがこの
ユニホームだ！しかも対戦相手はあのザスパ。。そこから大きな怪我もあっ
た健太。しかし、我慢し、耐え、乗り越えてきた汗と涙がしみこんだこの
ユニホームをゲットしないで、愛媛ＦＣサポは語れない！ 
【商品豆知識】 
 身体能力の高さは見る者を驚かせる。Ｊでの爆発を期待したい。出展は
２００４シーズンの公式戦ユニホーム。Ｊ昇格できなかった忘れられない
ユニホームです。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  10 金 子 豊 
【練習着】 

入札件数 

 

 サイズ Ｏ－ＸＯ 最低入札価格 ５，０００円 
愛媛 FC 入団 1 年目からＪ2 昇格するまで使い続けた愛着のある練習着 

愛媛 FC 選手もあまり持ってない！ 
【ジャン氏より】 
「誰のプレーをＪの舞台で見たいですか？」JFL 時代の質問に一番多かっ
た答えが、「金子バズーカジュートをＪで見たい！」というコメントでし
た！練習後、一人残って黙々とミドルシュートの練習をするカネがいつも
来ていた練習着。 最高の一品です！（これカネさんが本当に着てたの？ ち
ょっとスリムに見えるのは、まぁご愛嬌（笑）） 
【商品豆知識】 
 愛媛の１０番金子選手。Ｊ昇格を決めた都田でのホンダ戦、途中交代出
場直後、ゲームの流れを引き寄せた左足のＦＫは忘れられない。だいぶ使
い込まれた練習着ですが、いろいろな思い出が詰まっていそうな品です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  11 友 近 聡 朗 
【練習着】 

入札件数 

 

 サイズ  Ｍ 最低入札価格 ５，０００円 
「2005 年ＪＦＬチャンピオンを勝ち取った 

‘公式戦用ウォーミングアップ着’ もちろん優勝＆昇格時にも着用!! 
ズーパー友近と共に１年間戦った熱きウェア!!想いの込められた一品!! 

落札者には「サイン＆ご希望のメッセージ」入り!! 
【ジャン氏より】 
何もコメントはありません。さぁ入札どうぞっ！（笑） 
【商品豆知識】 
 選手会長の友近選手からは２品。これは公式戦ウォーミングアップ時に
来ていた練習シャツ。このユニホームはイタリアのＡＳローマ（中田英選
手が所属していたときにセリエＡ優勝）と同じデザイン、貴重な品です。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  11 友 近 聡 朗 
【JFL 優勝手袋】 

入札件数 

 

 サイズ Ｆｒｅｅ 最低入札価格 ３，０００円 
2005 年ＪＦＬ最終戦ズーパーゴールを決めた際の手袋!! 

ゴール後の指で作る「Ｊマーク」はまさにこの手袋を着用!! 
「2005 年 12 月 5 日付 の愛媛新聞」 を要チェック!! 

【ジャン氏より】 
何もコメントはありません。さぁ入札どうぞっ！（笑） 
【商品豆知識】 
 ズーパー友近選手。２００５Ｊ昇格シーズンキャプテン。その重責を担
ってプレー、開幕戦、最終戦とここという時にゴールを決める天性のスト
ライカー。選手会長の友近選手からは２品。この手袋はＪＦＬ最終戦、友
近選手のゴールによって優勝が決まった。この手袋でＪマークをした。思
いのこもった手袋です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  13 関 根 永 悟 
【練習着】 

入札件数 

 

 サイズ  Ｏ 最低入札価格 ３，０００円 
2005 年 JFL 優勝したシ－ズンの毎日汗まみれで 

練習していたときに着用していた練習着！ 
【ジャン氏より】 
エイゴのドデカサイン入り！サイン中のかわいい顔がトレードマーク！で
も、似顔絵の毛 3 本は実際は無いぞ、エイゴ！（笑） 
 
【商品豆知識】 
  スキンヘッドがトレードマークの関根選手。一生懸命な分かりやすい
プレーが観る人の共感を呼ぶ。出展は２００５年シーズンの練習シャツ。
社会人リーグからＪＦＬ、そしてＪリーグと着実にステップアップした過
程の品です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  14 猿 田 浩 得 
【スパイク（ディアドラ・サイン無）】 

入札件数 

 

 サイズ ２５．５ 最低入札価格 ５，０００円 
サッカ－人生初めて履いた取替え式のスパイク 

「ディアドラ」カンパ－ニャ！ 
【ジャン氏より】 
なんとサイズ 25cm。。しかし、そこから繰り出せるシュート、ダッシュの
速さはチーム、いや日本一か!? 25cm なんで、女性ファンの方もゲット後、
私生活ではけるかも！？（笑） 
【商品豆知識】 
  スピード感溢れるドリブルが持ち味の猿田選手。愛媛ＦＣのＪリーグ
開幕戦で途中出場で初ゴールを決めた。出展はディアドラの取替式スパイ
クカンパーニャ。Ｊリーガーから高校生まで多くの足型から作成された日
本モデル。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  15 森 脇 良 太 
【スパイク】 

入札件数 

 

 サイズ ２６．５ 最低入札価格 ５，０００円 
Ｊ2 公式戦使用スパイク！1 番のお気に入り！！ 

【ジャン氏より】 
すっかり人気者になったワッキーこと森脇選手からの一品。将来も有望な
彼のシューズをゲットできるのは今しかないかも！これはひそかに僕もほ
しい！！ 
【商品豆知識】 
 徳島とのダービーマッチで 2得点を記録。ダービー男となった森脇選手。
DF ながら得点能力も高い。抗議によるイエローカードが多いのもその熱さ
故。出展はディアドラ社の名品ナポリ MD。最高級カンガルーの日本人モ
デルのスパイク。最新の機能的スパイクではなくクラシックモデルを選ん
でいるのも彼が感性を大事にしている表れだろうか？ 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  16 赤 井 秀 一 
【ユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ  Ｏ 最低入札価格 ５，０００円 
2004 年、愛媛ＦＣ入団 1 年目～2 年目に着用していた公式ユニホ－ム！ 
【ジャン氏より】 
右サイドの貴公子、赤いイナズマこと、赤井選手の JFL 時代の一品！その
イケ面から数々の女性ファンを持つ彼。早く入札しないと間に合わないか
も！ 
 
【商品豆知識】 
 攻守に能力の高いサイドアタッカー。Ｊ昇格を決めたホンダ戦ではサイ
ドからの突破で相手のオウンゴールを誘い同点ゴールを演出した。出展は
２００４シーズンのユニホーム。徳島（大塚）戦での幻のゴールが思い出
される。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  17 石 丸 清 隆 
【スパイク】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．５ 最低入札価格 ３，０００円 
J リーグ出場 200 試合石丸選手愛用のスパイク 

【ジャン氏より】 
何を隠そうチーム最年長のベテラン丸さん。J2 降格やＪ１昇格など、数々
のドラマを経験。。Ｊリーグで 10 年間を過ごした重みが込められているシ
ューズをゲットだっ！ 
★付加価値⇒丸さんはジャン氏と同い年です！はいー意味なしっすね。
（笑） 
【商品豆知識】 
 2005 年終盤に加入し、重圧のかかる愛媛ＦＣをＪ通産 200 試合出場を数
える経験でＪＦＬ優勝に導いた。ミズノの最高級プロモデル「モレリアＭ
８」、クラシックモデルが使い込まれ、磨き上げられ、石丸選手同様味のあ
る雰囲気を醸し出している。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  18 江 後 賢 一 
【スパイク、ヒュンメル、新品】 

入札件数 

 

 サイズ ２５．５ 最低入札価格 ３，０００円 
鳥取時代から愛用しているヒュンメルのスパイク。 

（鳥取サポのためにもがんばってます！） 
【ジャン氏より】 
江後選手といえば、あの足の速さ。その快速を生むのは、江後選手の代名
詞ともいえるヒュンメルのスパイク。かなりのダンディズムなマスクから
は想像できない心の優しさを持つ彼は、JFL 時代の SC 鳥取からのサポー
ターも多い！ 
【商品豆知識】 
 左サイドのスピードスター。県民文化会館でのパブリックビューイング。
会場を沸かせたのは彼の左足だった。昨年まで所属していたＳＣ鳥取では
相手としてそのスピードに手を焼いた。出展はＳＣ鳥取のユニホームサプ
ライヤーでもあるヒュンメルのスパイク。ＳＣ鳥取の方もご参加下さい。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  19 永 冨 裕 也 
【スパイク（プーマ）】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．０ 最低入札価格 ５，０００円 
JFL 優勝した 2006 年シ－ズン、全 10 点を挙げたときに履いていた 

「プーマ」パラメヒコ！ 
【ジャン氏より】 
JFL 時代の MVP、そしてＪ昇格の立役者の一人は紛れもなくトミーであろ
う。チーム最多の 10 点をたたきだした時の思い出のスパイクをサポーター
のために提供するとはさすがトミー！これは愛媛ＦＣコアサポにはほしい
一品だっ！ 
【商品豆知識】 
 ２００５年シーズンチーム得点王の永冨選手の足元を支えていたのがプ
ーマの名品パラメヒコＧＣｉ。このスパイクはジュビロ磐田のゴン中山選
手が愛用していることで有名。２０年以上も販売され続けている名品中の
名品。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  20 広 庭 輝 
【スパイク（プーマ、新品）】 

入札件数 

 

 サイズ ２４．０ 最低入札価格 ３，０００円 
Ｊ2 昇格した今期から履いている 

「プ－マ」デルムンドの赤色バージョン！！ 
【ジャン氏より】 
濱ちゃん同様、ちびっ子から絶大な人気を誇るヒカル！まだ新しいスパイ
クには、ヒカルのサインがヒカル！ 
僕の親父ギャグはまったくですが、この商品だけは本物です！ 
【商品豆知識】 
 小気味良いドリブルで大きな選手をかわしていく広庭選手。何度もスタ
ジアムを沸かせた足元はプーマの名品パラメヒコの流れを汲む「デルムン
ドＧＣｉ」。レッズの長谷部選手やアントラーズの小笠原選手も着用してい
るモデル。新世代Ｊリーガーに人気のスパイク。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

GK  21 川 本 良 二 
【キーパーグローブ】 

入札件数 

 

 サイズ 最低入札価格 ３，０００円 
今シ－ズンから使用している「ＰＵＭＡ」のキーパ－グロ－ブ！ 

【ジャン氏より】 
もう第 3 キーパーとは呼ばせない！2004 シーズンの開幕戦のザスパ戦のス
ーパーセーブ！あんなスーパーセーブ連発の試合をいまだ僕は見たことが
無い！その後、足の骨折、ライバルの台頭、控えの日々を乗り越えて、最
近では正ＧＫの座をつかみつつある良二の魂の GK グローブを是非ゲット
してください！ 
【商品豆知識】 
 仙台戦で Jリーグデビュー。昨年も影で支え続けた男が好セーブを連発。
続く徳島とのダービーマッチでは無失点試合を達成した。日本代表楢崎選
手も愛用するプーマのゴールキーパーグローブ。チーム内のＧＫ争いも楽
しみの一つだ。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  22 大 坪 博 和 
【スパイク（プーマ）】 

入札件数 

 

 サイズ 最低入札価格 ３，０００円 
2004 年 JFL 大塚で優勝したときに履いていたスパイク！ 

【ジャン氏より】 
言わずと知れたＪＦＬ2005 シーズン得点王！その足から放たれる強烈なシ
ュートは、若島津くんでもキャッチできないスピードだっ！（ほんまかい
な。） 
 
【商品豆知識】 
 ２００５シーズンＪＦＬ佐川大阪で得点王を獲得、得点感覚に優れたス
トライカー。一昨年は徳島に所属しており、苦労を重ねてのＪデビューと
なった。出展は徳島時代に着用していたプーマの高機能スパイク「セラレ
ーター」シリーズ。浦和レッズに在籍していた脅威の点取り屋エメルソン
選手も着用していた同型モデル。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF  23 井 上 秀 人 
【中京大学のユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ  ＸＯ 最低入札価格 ３，０００円 
大学卒業時に記念にもらったユニホ－ム！ 

（未使用なので大事に使ってくれる人に買ってほしいです！） 
【ジャン氏より】 
丹原の星、愛媛のガットゥーゾこと、ヒデトからの出展は母校となる中京
大学のレプリカユニ！これはマジで綺麗！井上秀人選手ファン、もしくは
中京大学ファンの方はぜひご入札を！ 
 
【商品豆知識】 
 愛媛ＦＣユース出身選手。ボランチ、サイドバックと守備的なポジショ
ンはどこでもこなせるユーティリティプレーヤー。出展は大学時代のユニ
ホーム。実はこれ、きれいに袋に入れられていて出すのさえもったいなか
った位程度のいいものです。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  24 田 村 祐 基 
【スパイク（ロット）】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．５ 最低入札価格 ３，０００円 
サンフレッチェ時代に愛用していたスパイク！ 

【ジャン氏より】 
イケ面タムさんからは、サンフレッチェ広島時代のスパイクの提供。かな
りのイケ面で女性人気急上昇中のタムさん！最近ではモデルのお願い（三
越浴衣フェア、愛媛新聞特別号表紙（予定））も増え、自分の若いころを見
ているようだ！！（うそついてすいません。。。） 
【商品豆知識】 
 プレーに余裕がでてきて、安定感が増してきた感のある田村選手。出展
は世界最高のストライカーの呼び声も高いシェフチェンコ（AC ミラン→チ
ェルシー・ウクライナ代表）も愛用しているロットのスパイク。田村選手
もシェフチェンコ選手のようになって欲しい。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF 25 高 萩 洋 次 郎 
【スパイク（アディダス）】 

入札件数 

 

 サイズ ２５．５ 最低入札価格 ５，０００円 
アディダスのスパイク。今シ－ズン全ての試合に履いているモデル！ 

【ジャン氏より】 
でました。ついに洋次郎選手のスパイクが登場です。そのルックスは、ま
さに男もほれるほどの美貌。その上プレーも華麗とくれば、このスパイク
もたまらない一品でしょう！Ｊ最少年出場の実績、そして五輪代表も狙え
る逸材の一品をゲットできるのは、もしや今回限りか！？ 
【商品豆知識】 
 当時史上最年少で J リーグデビューした日本の至宝。パス、シュート、
身体の強さ、運動量どれをとってもＡクラス。北京オリンピック、南アフ
リカワールドカップのメンバーにも名を連ねる可能性も大きい。出展は中
村俊輔選手も使用しているアディダスＦ５０＋ＴＲＸの別カラーバージョ
ン。アディダスの最新”非”常識スパイク。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF 26 橋 垣 戸 光 一 
【トレーニングシューズ】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．５ 最低入札価格 １，０００円 
J リーグ再起をかけてすごした大学時代の思い出の 

「ミズノ」ランニングシュ－ズ！ 
【ジャン氏より】 
彼ほど、ドラマチックな選手を見たことはあるだろうか。ガンバ大阪 2 年
所属後大学へ進み、誰もがへこたれるような試練を乗り越え、この愛媛の
地でＪデビュー。その厳しい大学時代を共に過ごしたトレーニングシュー
ズ、これは貴重です！ 
【商品豆知識】 
 金守選手の出場停止で第 19 節の鳥栖戦で J リーグデビュー。いろいろな
ところから彼の再起へ懸ける想いが伝わってくるが、これもその一つ。怪
我をしている選手や、レギュラーがとれず悶々としている選手にぜひ落札
して欲しい品です。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

MF 27 菅 沼 実 
【スパイク（プーマ、サイン無）】 

入札件数 

 

 サイズ ２５．５ 最低入札価格 ５，０００円 
第 7 節ＶＳレイソル戦に履いていたスパイク！ 

【ジャン氏より】 
生粋のテクニシャン。切れ味鋭いドリブルが光る、クールなミノルだが、
実は心の中の闘志は誰にも負けないものがある！ｖｓ柏戦で使用していた
時のスパイクだが、試合前は、“大好きなレイソル相手だが、絶対負けたく
ない！”とのコメントも。愛媛ＦＣには欠かせない存在になっているミノ
ルの、超かっちょいい、柏戦使用のスパイクはほしいっ！ 
【商品豆知識】 
 豊富な運動量で攻撃の起点になっている菅沼選手。出展は第 7 節の柏レ
イソル戦での使用スパイク。柏からレンタルで愛媛に来ているだけにその
試合にかける思いは相当なものだったと想像する。試合でも惜しいシュー
トを放ち首位柏を苦しめた。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  28 松 下 幸 平 
【プーマスパイク】 

入札件数 

 

 サイズ ２７．０ 最低入札価格 ５，０００円 
第 2 ク－ル、鳥栖戦にアシストしたときのスパイク！ 

【ジャン氏より】 
その左足から繰り出されるピンポイントクロスは愛媛ＦＣの最大の武器と
なっている。ホーム鳥栖戦で見せた、幸平→トシヤのゴールは、ドイツの
バラック→クローゼを髣髴（ほうふつ）とさせる！イケ面で人気急上昇中
の幸平のスパイクをぜひどうぞ！ 
 
【商品豆知識】 
 シーズン途中でジュビロ磐田からレンタル移籍。左サイドバックに定着
した。出展はホーム鳥栖戦で田中選手のゴールをアシストしたときのスパ
イク。こちらもプーマの名品パラメヒコの流れを汲むデルムンド GCi。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

GK  31 阿 部 一 樹 
【練習着】 

入札件数 

 

 サイズ  ＸＬ 最低入札価格 ３，０００円 
愛媛 FC ユ－ス時代、練習のときに使用していたユニホ－ムとピステ！ 
【ジャン氏より】 
愛媛ＦＣユース生え抜きの彼は、トップ出場はまだ無いものの、ユースの
選手たち、そしてどういうわけか若い女性に人気がやたらある！尊敬しま
すカズキさん！（笑） 
そんなカズキのユース時代の練習着は超貴重だっ！（←無理やり？（笑）） 
 
【商品豆知識】 
 今期ユースより昇格した阿部選手。ＧＫの競争の中に割って入ることが
できるか？何ともいえない雰囲気が彼の魅力の一つ。出展はキーパー用の
練習シャツ。珍しいものですから、キーパーの皆様方ゲットしてください。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

FW  33 田 中 俊 也 
【スパイク（プーマ、サイン無）】 

入札件数 

 

 サイズ ２６．５ 最低入札価格 ５，０００円 
今シ－ズン公式戦に使用している「プーマ」キング 

【ジャン氏より】 
すっかり愛媛ＦＣのエースストライカーとなったトシヤ！その得点力だけ
ではなく、労を惜しまない運動量は、本当に頭が下がります。彼のシュー
ト力のすごさは、一度 TR に来て頂ければ分かります。100 発 100 中です！
（試合中に関してはノーコメント。。（笑）） 
付加価値：何を隠そうトシヤは、あのヤンキース松井選手と同じ高校なの
だ！因みに僕はＦＣ事務局長と同じ高校です！ナハ。 
【商品豆知識】 
 今期チーム最多得点を記録している田中選手。そして使用スパイクは得
点王の名にピッタリの「プーマキング Excel i FG」パスの精度の高い愛媛
の中盤を生かすも殺すもキングにかかっている。 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

DF  34 小 原 光 城 
【ユニホーム】 

入札件数 

 

 サイズ  ＸＯ 最低入札価格 ５，０００円 
ＪＦＬ2002～2004 シ－ズンに実際に着用していた公式ユニホ－ム！ 

【ジャン氏より】 
まさに闘将の名がふさわしいオバこと小原選手。数々の死闘を演じてきた
ＪＦＬ時代のユニだけに、愛媛ＦＣコアサポにはたまらない一品でしょう。
因みに僕は、彼からもらったＪＦＬ時代のキャプテンマーク（サイン入り）
を持ってます!!これは家宝です!! （が、特別 1 万円からスタートです！←冗
談ですよ冗談。ごめんオバさん（笑）） 
【商品豆知識】 
 闘将小原選手の公式戦ユニホームです。ＪＦＬ時代からチームを引っ張
ってきた選手。今一番Ｊのピッチで見たい選手です。その小原選手のユニ
ホーム。３年目を知っている人には感慨深いユニホームだと思います。 
 



愛媛ＦＣ選手会 チャリティーオークション 

 

GK  35 川 北 裕 介 
【スパイク（ナイキ、サイン無）】 

入札件数 

 

 サイズ ２５．５ 最低入札価格 ５，０００円 
ＪＦＬ大塚で 2 連覇したときに履いていたスパイク！ 

【ジャン氏より】 
ほんと彼が徳島から加わってくれた時の、ほっとした想いは今も忘れませ
ん。層の厚いＧＫ陣たちですが、Ｊのチーム、どのチームにもその層の厚
さは負けないでしょう。そんな、いい意味での刺激をチームに与えてくれ
ている川北選手のシューズは、最高の一品だっ！（25.5ｃｍって意外と足小
さいのね！） 
【商品豆知識】 
 開幕直前に徳島から移籍してきた川北選手。出展は徳島時代のスパイク
「ナイキエアズームトータル９０Ⅱ」。このモデルはもっとも使用している
選手が多かった名品です。小野伸二選手、稲本選手、大黒選手をはじめ日
本代表選手にも愛用されていたモデル。今は販売していないモデルです。 


