※県ホームページ（都市計画課 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180019/naming-rights_park.html）でもご覧いただけます。
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NAMING-RIGHTS NEWS

山形県都市計画課
023-630-2588
平成 29 年６月号

山形県では、企業と行政の連携による県有施設の有効活用により歳入を確保し、施設利用者 への
サービス維持･向上(施設改修等)を図るため、平成 19 年(2007 シーズン)より、都市公園施設に命名
権(ネーミングライツ：施設に名称を付与する権利)を導入しています。
エ ヌ デ ー

ＮＤソフトスタジアム山形 (山形県総合運動公園陸上競技場）
ネーミングライツスポンサー（命名権者）：エヌ・デーソフトウェア株式会社
契約期間・契約金額：平成２８年３月１日～平成３１年２月２８日 ／ ２,１００万円/年（税別）

混戦Ｊ２リーグ！ ＮＤスタへ駆けつけよう！
ネーミングライツも、今年で
11 年目を迎えたＮＤソフトスタ
ジアム山形（略称：ＮＤスタ）。モ
ンテディオ山形のホームスタジ
アムとして、山形県内だけでは
なく、その名は広く全国的に定
着しています。

プレーオフ圏内も見えてきた
開幕戦を勝利で飾り、順調に
進むかと思われた 2017 シー
ズンですが、シーズン序盤は勝
点３が取れない予想外の苦戦が
続きました。

しかし、５月に入って モンテ
は絶好調です。５月は３勝３分
無敗、５月だけで勝点１２を獲
得し、一時は 16 位まで下げた
順位を８位まで上昇させまし
た。J1 昇格 プ レー オ フ圏 ６位
との勝点の差はわずか１です。
今年のＪ２は大混戦、１勝す
ると順位は大きく変動します。
勝利を最後に引き寄せるのは、
皆さんの声援の後押し です。６
月からも、ＮＤスタへ駆けつけ
よう。

Ｊ２順位表(５月 31 日現在)
順位

チーム

勝点

４

横浜ＦＣ

28

５

Ｖ・ﾌｧｰﾚﾝ長崎

27

６

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞィ

26

７

大分ﾄﾘﾆｰﾀ

25

８

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形

25

９

徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ

24

10

愛媛ＦＣ

24

南東北３県でインターハイがまもなく開催！
～はばたけ世界へ 南東北総体 ２０１７～
「繋がる絆 魅せよう僕らの
若き力」を大会スローガンに、
南東北３県（山形県：幹事県、
宮城県、福島県）を開催県とし
て 、 平 成 29年 度 全 国 高 等 学 校
総合体育大会（夏季大会）が開
催されます。
※開催期間
平成29年７月28日(金)
～８月20日(日)

山形県では、総合開会式（会
場：県総合運動公園総合体育
館）が７月 28 日(金)に開催さ
れるのを皮切りに、９競技 10
種目【陸上競技、体操競技、新
体操、バレーボール（男子）、
バドミントン、ソフトボール、
レスリング、登山、ホッケー、
カヌー】が開催されます。

今後の試合等の予定
６/11(日)
６/21(水)
６/25(日)
７/１(土)
７/22(土)
８/11(金)

明治安田生命Ｊ２リーグ
天皇杯（２回戦）
明治安田生命Ｊ２リーグ
明治安田生命Ｊ２リーグ
明治安田生命Ｊ２リーグ
明治安田生命Ｊ２リーグ

ND ソフトスタジアム山形に
おいても、陸上競技が７月 29
日(土)か ら ８月 ２日 (水)に かけ
て開催されます。
ぜひ、ND スタをはじめ県内
各競技会場へ足をお運びいただ
き、今後、世界へはばたいてい
く高校生アスリートの活躍に拍
手と声援を送ってみませんか。

※詳しくは、こちら（県総合運動公園ＨＰ）をご覧ください。
モンテディオ山形のチーム情報はこちら をご覧ください。

モンテディオ山形
モンテディオ山形
モンテディオ山形
モンテディオ山形
モンテディオ山形
モンテディオ山形

VS
VS
VS
VS
VS
VS

ザスパクサツ群馬（14:00）
Ｖ・ファーレン長崎（19:00）
徳島ヴォルティス（18:00）
ＦＣ町田ゼルビア（18:00）
湘南ベルマーレ（18:00）
ツエーゲン金沢（18:00）

※県ホームページ（都市計画課 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180019/naming-rights_park.html）でもご覧いただけます。

荘内銀行･日新製薬スタジアムやまがた（中山公園野球場）
ネーミングライツスポンサー（命名権者）：株式会社荘内銀行・日新製薬株式会社〔共同〕
契約期間・契約金額：平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日 ／ ５００万円/年（税別）

楽天２軍戦

県内開幕３連戦！

プロ野球イースタン・リーグ
の楽天イーグルスの今季県内開
幕戦となる、西武ライオンズと
のと３連戦が、荘内銀行・日新
製薬スタジアムやまがた（略
称：荘銀・日新スタジアム）で
開催されました。
４月 28 日(金)の第１戦は、
３回に楽天が先制するも７回に
西武が逆転。終盤楽天が追い上
げる手に汗握る展開でしたが、
試合は７対６で西武の勝利で終

了しました。
４月 29 日(土)の第２戦は、
山形県出身の下妻選手が先発出
場しました。下妻選手の２安打
１打点の活躍もあり、楽天が８
対３で勝利しました。
４月 30 日(日)の第３戦にも
下妻選手が先発出場。下妻選手
は１号ソロを含む４打数２安打
１打点と大活躍でしたが、試合
は５対５の引き分けで終了しま
した。

また、荘銀・日新スタジアム
の外では、中山公園フェスティ
バル（主催：青山建設株式会社
中山公園事業部）が４月 29 日
(土)に開催されました。ご家族
皆さんが、１日中のんびり楽し
んでいただけるように、ホーム
ランマルシェ（食べ物・雑貨・
色んなワークショップの出店）
などが行われました。今後も、
随時開催予定ですので、ご期待
ください。

セ・パ交流戦（楽天１軍戦）が山形で開催！
６月６日は荘内銀行･日新製薬スタジアムやまがたへ
楽天イーグルスは、６月６日
（火）1７時より、荘 内銀行 ・
日新製薬スタジアムやまがたに
横 浜 Ｄ eＮ Ａ ベ イ ス タ ー ズ を 迎
え、プロ野球日本生命セ・パ交
流戦を開催します。
DeNA は 、 現 在 セ ・ リ ー グ
３位（５月 31 日現在）。主砲
筒香選手を中心に、勝率５割を
目指す戦いを展開しています。
一方、迎え撃つ楽天は、パ・

リーグで現在首位。１番茂木選
手、２番ペゲーロ選手の超攻撃型
打順で先制し、松井裕投手、森原
投手らの安定した救援陣がリード
を守り抜く好循環で開幕から好調
を維持しています。
なお、この試合は、当球場の命
名権者でもある荘内銀行様の冠試
合「荘内銀行ナイター」として行
われます。ぜひ皆様お誘いのう
え、荘銀・日新スタジアムへお越

しください。

セ・リーグ公式戦が今年も山形で開催！
６月２７日も荘内銀行･日新製薬スタジアムやまがたへ
６月 27 日(火)18 時より荘
内銀行・日新製薬スタジアムや
まがたにおいて、セ・リーグ公
式戦のスワローズージャイアン
ツ戦が開催されます。荘銀・日

今後の試合等の予定
６/６(火)
６/27(火)
７/12(水)～７/23(日)

新スタジアムでは昨年のジャイ
アンツーDeNA 戦に引き続き、
２年連続のセ・リーグ公式戦の
開催です。
今年の６月は、プロ野球の１

軍公式戦が２試合も開催されま
す。梅雨空を吹き飛ばす激闘が
期待でき、今から期待で胸が一
杯の方も多いのではないでしょ
うか。

※詳しくは、こちら（荘銀・日新スタＨＰ）をご覧ください。
楽天野球団については、公式サイトをご覧ください。

セ・パ交流戦 楽天イーグルス VS 横浜 DeNA ベイスターズ(17:00）
セ・リーグ
ヤクルトスワローズ VS 読売ジャイアンツ(18:00)
第 99 回全国高等学校野球選手権山形大会

