
PIPOメンバーズ サッカーについて

会員番号 ペンネーム 性別 年代 サッカー観戦や、サッカーの経験に関する思い出やエピソードがあれば教えてください。

9486 ギズモ 女 30代 生で観るサッカーはやっぱり楽しくて45分⾧いなと思っていたのですが、あっという間でした。

4408 となりのプー 女 40代 自分が小学生の頃、体育でのサッカーか楽しかった!!

12648 リケルメ 男 40代
2000年のシドニー五輪のサッカーの予選を東京に見に行きました。中村俊輔選手のプレーはとても華

がありました。

10360 ma 女 30代 夫に連れられて試合を見に行きましたが、サポーターの熱量に圧倒されました。

11288 いちご 女 30代 大学サッカーも面白くて好きでした

6366 とんぼ 女 60代 ⾧男の高校生最後のサッカーの試合を夫婦で見に行ったこと

8225 あきちゃん 女 60代 一般論的ですが、ドーハの悲劇からドーハの歓喜！

13912 chip 女 60代

豊田スタジアムが出来る前、瑞穂陸上競技場(現パロマ)には、学校が半日で終わる土曜日にも、よく

通いました。グランパスが天皇杯で初めて優勝した時、瑞穂で『アントラーズ』と戦っていた試合が

忘れられません。負けて井出「もうダメ？」と思っていたロスタイムに、2点を返し勝った勢いその

まま優勝。その起死回生の試合の場に居られたのは、忘れられない思い出です。

8418 apo 女 50代 Jリーグ発足頃から横浜マリノス好きで、独身時代は横浜まで応援しに行ってました。

11908 たくじー 男 70代 実業団で当時の名古屋相互銀行をみました

13922 ミミママ 女 30代

普段なＪリーグはほぼ見ないのですが、ワールドカップだけは気になって夜中に起きて見ちゃいま

す。今回のワールドカップも楽しませてもらいました！こどもたちも日本戦は夜中に起きてきて見て

いましたよ！！

10099 マッキー 女 40代
学生時代、横浜など色々な所に観戦に行く程、サッカーにはまっていました。広島までバスツアーで

オールスター戦を観にいったのが一番の思い出です。

12096 おしるこ 女 40代
この前のワールドカップ、子どもとドキドキしながら観ました。にわかファンですが、楽しかったで

す。

5829 ぱー子 女 50代
以前アパートに住んでいたとき、日本がワールドカップの予選で試合してました。夜遅くに終わった

らトイレなど水が流れる音がいろんな方向から聞こえ…皆応援していたんだなぁと思いました。

14797 アツコ 女 50代 今年は推しがサッカー観戦を配信してたのでみました。

13412 そうママ 女 30代
フランスに留学していた頃、フランスのチームで頑張っていた大黒選手の応援に行きました。現地に

住んでいる日本人が集まって、熱く応援したのを覚えています、いい思い出です☆

12671 ゆうさき 女 40代 豊田スタジアムには若い時に何度かいきました。今度子供達連れて観戦したい。

14000 グランパス 男 60代 瑞穂スタジアムでピクシーの引退試合とセレモニーを観て感激した。

9127 papalote 男 70代
パナマ勤務時、アルゼンチン出張中にあの有名なマラドナのプレーを１０万人のスタジアムで観戦し

た思い出。

14899 郷 男 60代 ワールドカップは面白かった

8086 チャーミ 女 50代
小学校の時、帽子有りチームと無しチームでゲームしていた時、人に借りた帽子にピンがいっぱい

あって、ボールが頭に当たり、頭から出血した！何針か縫った！

14830 Ruming 女 60代
サッカー観戦は45分間ずっと集中して見るのが少し疲れます。テレビではなく会場では目を離した時

にゴールになることが多いような気がします。

11147 こうきち 女 30代
夫とともにフットサルの試合に一度出たことがあります。が、超初心者だったので、男の人に走って

もらい私はゴール前にいてシュートさせてもらいました。いいとこ取りをしました！笑

12354 ゆきんこ 女 50代

まだJリーグがなかった頃、高校サッカーに夢中になり、卒業生たちが進んだ会社、実業団のクラブ

チームのサッカーの応援をしていました。ファンレターのやり取りをしたりして懐かしい思い出で

す。

13914 こゆちゃん 女 60代
私が応援すると負けてしまう、、、

見なければ良かったです？！！と たまに思うことがありました

11625 みゆ 女 40代
小さい頃子供会でラインサッカーをやっていました。細かいルールは覚えてないですが、試合で全然

ボールに触れなくて悔しい思いをした覚えがあります。それ以来やめました。

10219 なえ 女 40代
プロジェクターをだして大きなスクリーンで家でみんなで応援しました。今まで真剣に見たことがな

かったですが、子供たちが興味があるのですごく真剣に家族で応援しました。

13367 しゃま 男 50代
高校1年時、サッカー部が全国大会へ。県大会決勝戦応援に行きました。寒かった。参考までに１回

戦で陥落しました(笑)。

1575 豊田の森ママ 女 60代
妹の息子２人は地元（神奈川県）のクラブチームに入っていた。なので妹のダンナは審判の資格を

取って、コーチの手伝いをしていた。

7884 ぽっぽ 女 50代 部活でサッカーをやっている弟が帰宅すると、家の中に砂がたくさん落ちていた。

10980 エス 女 30代
独身の頃グランパスの試合や練習を観に行ったり、日本代表戦をパブリックビューイングやスポーツ

バーで観戦したことが楽しかった。

12582 いちご姉さん 女 50代 三笘選手の1mmパスが本当に凄かったです。最後まで諦めない気持ちに勇気をもらえました。
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7469 ハッチ母 女 60代 トヨタスタジアムが出来た時に高校生だった息子と一緒に観戦しました。初観戦で感動しました。

11564 みー 女 40代 サッカはーワールドカップ観戦などテレビで観ていると見入ってしまい面白い！

10760 えりんぎ 女 40代
小学校でのラインサッカーでしたが、空振りしまくって《空振り女王》と呼ばれた……

ボールは友達になってくれない

4145 ハッチ 女 60代
コロナ前、瑞穂運動場で初めて名古屋グランパスのサッカー観戦しました。観客で応援している人を

見ている方が楽しかったです。

11028 jasminecha 女 40代

小学生の時、クラスで朝サッカーというものを一時間目が始まる前に実施していました。朝の爽やか

な空気の中、男女混合でするサッカーは、試合というより雑談しながらコート内をさまよう遊びでし

た。

13359 のんここ 女 40代 今回のワールドカップのブラジル対クロアチア戦は泣けた

12559 ミックス 女 50代 豊田スタジアムでサッカー観戦した時、迫力があってよかった。

9489 さえちゃん 女 50代 ワールドカップだけのにわかファンですがまた応援させてもらいたいです。

5839 くみ 女 50代
観戦は楽しいですが、雷以外の天気なら中止にならないので時々ずぶ濡れで悲しい気持ちになること

があります。

10731 まい 女 40代

スタジアムでサッカーが開催されるとき、超有名のではない場合優待券や抽選で招待してもらえるの

で

なるべく応募して観にいくようにしています。

有名な選手がいなくてもプレーが熱ければこちらの応援の熱も自然と上がります！

生で観るとゆう素晴らしい経験をこどもにも体験させるようにしています。

10690 たまら 女 30代

学生の頃、サッカー選手の層も厚くなりワールドカップに向けてとても世の中が盛り上がっていて。

私も応援しなきゃなと見ているとボールを確保しても後ろにパスしてばかりで本当に退屈で…。しか

し今年のワールドカップではとても攻めの姿勢を感じる日本の選手に驚かされましたし、沢山の選手

が海外で頑張ってきたから今の選手たちがあるのかもしれないなと感じました。

14369 ねっくん 男 30代

グランパスが優勝した次の試合がトヨタスタジアムで行われ、開始前は行く気が無かったが、声援が

遠くまで聞こえてきて、居ても立っても居られず走ってスタジアムに行って、後半から観たことが懐

かしいです。あれから10年以上経ちます。

12272 しー 女 40代
20代の頃は深夜でも集まって友人達とワールドカップ観戦(テレビ)をしていました。オフサイドとか

ルールがいまいちわからなくても楽しかった記憶があります。

10502 あや 女 40代 高校のとき交際していた彼氏が県大会に出場したので、応援に行きました。

10634 マウ 女 50代 中学生の頃好きなスポーツなのでサッカー部マネージャーをしてました

9867 最後尾 女 40代 ファンが多いスポーツですね。豊田市駅からスタジアムへ向かう道で大渋滞。人の多さに驚きます。

8652 シニアマウス 男 70代 ワ－ルドカップ試合深夜＆早朝観戦初めての経験でした！

11961 とし 男 60代 大学の練習試合で見ていた選手が代表になったときはびっくりした。（室谷成君）

8462 モリ ナツヨ 女 50代
娘が小5の時にチーム内にサッカー最強の子がいておかげで豊田市運動公園での大会で優勝できたこ

と

11201 きみちゃん 女 50代
サッカーはテレビ観戦です。

自分が見ると負けるような気がしていますが、シュートが入るとヤッターと喜びました。

13619 さっちゃん 女 40代 主人は夜中、早朝に起きてみてました

13228 りこ 女 40代

今回のワールドカップは自宅で家族と盛り上がりましたー！テンション上がり過ぎて、サッカー観戦

といえばコーラにおつまみ！みたいな食べないと盛り上がりに欠ける！みたいなノリで夜中にモリモ

リ食べながら観戦しましたw生活に活気をもたらせてくれたサッカー観戦！楽しかったです！

4637 丘里リル 女 50代
豊田スタジアムでユースの試合を見ましたが、初めてサッカーの試合を見たので、珍しくて、一生懸

命見ていました。

7500 かばちょ 男 50代
ゴールキーパーをした時に味方のフォワードとの間に道みたいなものが見えて、その通りに蹴ったら

ゴールが生まれました。

10828 うるとらっぴー 男 40代
普段は見ないけど、ワールドカップとかの時は見てしまいますね。

そしていつもよくあんなに走れるもんだと感心してしまいます笑

11561 りうたん 女 40代
小学生の頃、授業で「サッカー野球」というものをやりました。野球の球の代わりがサッカーボール

だったので、バットに当てるのが苦手な私でも楽しくプレイ出来ました。

11007 助六 女 30代
中学生の頃、日本代表だった相馬直樹選手が大好きで、自分の宛名を書いたハガキを入れてファンレ

ターを出したらサインを入れてくれてハガキが届きました。凄く嬉しかった思い出です。
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4453 ふうママ 女 40代 スタジアムに日本代表が来た時に娘が吉田麻也選手のエスコートキッズをしたことが思い出です。

5783 なし 男 60代
子供のサッカーの試合の応援（アッシーが主目的）に休日の多くをを使い果たしました。充実してい

ましたけどね。

10584 プリティママ 女 40代
今回のW杯、めっちゃ寝不足てすが盛り上がりました。日本は負けてしまいましたが、まだまだ、3

位、優勝決定戦、頑張って応援します。

12075 あゆきち 女 40代 学生の頃に体育の授業でやりましたが、ルールが難しいスポーツと思いました。

10196 トミー 女 40代 トヨタスタジアムにシートが暖かくなる席がありビックリした事

8718 まみりあ 女 40代
ワールドカップは、家族の誰も観ていない興味ないのかと思っていたら，自分より詳しくて熱いこと

を知って、驚いた。いつのまにって感じだったこと。

6270 タマニン 男 40代 昔サッカースクールで交流試合として韓国の子どもとサッカーをして、すね当て交換をしました

13070 こめこ 女 40代 観戦しながらお菓子を食べるのが好き

13456 ゆかさん 女 40代 甥っ子が中学生のサッカーキャプテンでとてもかっこよく試合で点を入れていて、感動しました。

7510 オオヌマヒロミ 女 50代 甥っ子の応援で、なんとなくルールがわかってきました。楽しかったです。

10706 のんたん 女 40代

サッカー始めたての4才の時。

子供がはじめはオウンゴールを目指して走ってしまったこと。←ゴールがどちらかわかっていない。

が懐かしい思い出です。

13463 めめ 女 80代 子供の試合や練習を見に行ってました。

14208 くぅ 女 40代
小学生時に体育の授業でサッカーをやりました。

クラスの男子にゴールキーパーをやれと言われ…なぜ私はゴールキーパーだったのか未だに謎です。

10290 あーりん 女 40代
自分はあまりサッカーは知りませんが、夫が好きなので、たまに何度かは観戦しました。

ワールドカップは観るにわかです。

14239 メリー 女 50代 カズの時代はよく観てました

10278 DASH17 男 40代
45歳で草サッカーのプレー中に骨折しました。完全には治ってないですが、まだプレーできるうちは

ごまかしながら楽しんでます。

14212 ミニトマト 女 50代 息子がやっていました。試合会場への送迎は良き思い出です。

13926 夏生まれ 女 50代 昔、グランパスにいた、小倉選手のファンで、日進の練習場へ、見に行ってました。

12437 リュートママ 女 40代

2014年のロシアワールドカップの時息子は３歳で、夜更かししてまでサッカーをテレビで観る情熱は

ありませんでした。今大会は、日本代表の試合を仮眠や昼寝を駆使しながら、全試合観戦しました。

家族みんなで一緒に泣いたり喜んだりして、とても幸せな時間でした。

10265 あや 女 40代 豊田スタジアムが近くにあることは、本当に嬉しいです！

12279 ゆう 女 30代
トルシエJAPANの時に、友達とヒマラヤでキッズサイズのユニフォームを買いプリクラを撮り、その

足で豊田スタジアムで観戦しました。

2534 がおりん 女 50代
子供が小さい頃家族でグランパスの試合を見に行ったら、子供が試合を全く見ず、お菓子を食べて遊

び始めたので、主人は2度と連れて行こうとしませんでした。

14147 ゆーちゃん 女 50代
娘が学生の頃に部活でサッカーをやっていたのですが、見られるのが恥ずかしいということで引退す

る最後の試合のみ観戦しました。

11861 りょうたん 女 40代 日韓ワールドカップは日本で開かれたワールドカップで熱狂して見た記憶があります。

13551 おかぴー 女 50代
三笘の1ミリに感動しました。

最後まで諦めてはいけない！ってことを証明してくれました。

11769 うふふぴょん 女 50代
サッカーでみんな一緒に応援するのは楽しそうです。テレビなど見ていて盛り上がれて良い感じにな

ります。

11329 きくりん 女 60代 グランパスのファン感謝デーに行ったこと。

10263 miki 女 60代 グランパスの試合は時々観に行きます。

8683 ぴぽぱ 女 50代 子どものサッカーの試合観戦中、雪が降ってきた。すごく寒かった。

6611 ミキオ 男 60代
・ピクシーの引退試合

・イングランドでのマージーサイドダービー、アンフィールドでの現地観戦7年前
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