Matchday Programme vol.08

会場図

献血車両

12：00〜グッズ売場にて実施いたします!
皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
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愛鷹健康野菜
販売 12：00〜

新鮮野菜
！
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毎回大好評の野菜販売！！

もうそろそろ夏野菜も終わり？！かもです。
大人気のメロンは売り切れる前にお買い求

めください！

※収穫状況によっては販売個数に限りがございますので、予めご了承ください。

野菜売場

献血バス 11：00〜15：00

今シーズン、クラブでも積極的におこなっております献血活動。

今節は静岡県赤十字血液センター沼津事業所様のご協力により、献血バ

NEW GOODS

スが来場しております。

一日に必要な血液は、なんと13,000人分とのこと。小さな活動かもし

れませんが、誰かの命を助けるという大きな希望に。

アスルクラロ沼津では今後も定期的に献血活動をおこなう予定です。
皆様のご協力もぜひ、よろしくお願いいたします。

SHINING MUG

一般：1,000円（税込） 会員：800円（税込）

※献血にご協力いただける人数には限りがございます。
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①毎日牧場
②ホル衛モン
③おこたま本舗
④メイアイ
⑤青木養鶏場
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各種受付

12：00〜
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【TEAM AS ONE募金】

ファミリー会員
受付
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グッズ売場

シャックルキーホルダー

［受注販売］ 一般：2,200円（税込）
革製品を手作りしている「region
craft」製のシャックルキーホルダー
の受注販売を行います。
表面にはクラブエンブレム、裏面は好
きな選手の背番号とネーム入り!!
※一般販売価格のみとなります。

キルティングポーチ

一般：1,900円（税込） 会員：1,520円（税込）

9.22 tue
15:00 KICK OFF

愛鷹広域公園多目的競技場

VS

セレッソ大阪
Ｕ−２３

あなたの加入がクラブの
血となり肉となる!
DAZNへの加入金の一部がチームの強化費として使われます。

まずは無料で1ヶ月お試し >>>

アスルの選手ってどんな選手？！

PICKUP!!

A1.頑張れる！

A1.運動量とコンビネーション
A2.moppelのパン
A3.餃子
A4.狩野川沿い(散歩)
A5.起きたい時間に起きられる
A6.皆様と喜びを分かち合えるように、もっと
結果にこだわりチーム全員で闘います。
これからも応援よろしくお願いします。

A2.韓国ドラマ
A3.粕汁

A4.愛鷹広域公園多目的競技場
A5.絵

A6.皆さん一緒に戦って下さい！
よろしくお願いします。

MF #10

染矢 一樹

新加入選手

Q1. 自分のプレーの武器は？ Q2. 最近ハマっていることって何？ Q3. 好きな食べ物は？
Q4. 沼津のオススメスポットはどこ？ Q5. 得意な事は？
Q6. サポーターへメッセージ

Kazuki SOMEYA

1986.10.13/165cm/64kg
大阪府出身

VS TEAM


 

MF #11

前澤 甲気

Koki MAEZAWA

1993.3.21/175cm/68kg
静岡県 静岡市出身

MF #33

秋山 裕紀
Hiroki AKIYAMA

2000.12.9/175cm/68kg

★好きな食べ物：パイナップル
★OFFの過ごし方：銭湯♨

★沼津のイメージは？：とても穏やか

★沼津で行ってみたいところ：沼津港深海水族館
★サポーターへメッセージ：

残りの試合全部勝ちます！

前節、ホーム福島戦は攻め続ける展開になったものの、隙を突かれて手痛い失点をし、悔しい敗戦と
間でどう立て直すかも注目したいところ。非常に変則的な日程となった今シーズンもこの試合で半

SCHEDULE

分を折り返すことになります。後半戦に勢いを持たせる意味でもファン・サポーターの皆様と共に
ホーム愛鷹にて全力で戦います。

相手チーム情報

12:00

アスルキッチンオープン
ブースオープン

12:50

ファミリー会員先行入場

13:00

メインゲート開場

14:20

ピッチ内ウォーミングアップ開始

14:45

ピッチ内ウォーミングアップ終了

15:00

審判団・両チーム選手入場

#41 松本 凪生選手
#46 田平 起也選手

15:01

写真撮影・コイントス

15:03

前半キックオフ

ガンバ大阪Ｕ−２３
福島ユナイテッドＦＣ
いわてグルージャ盛岡
アスルクラロ沼津
セレッソ大阪Ｕ−２３
カマタマーレ讃岐

15：50頃 ハーフタイム

か勝てない状況が続いており、苦しい状況ではあるが、有能な若手選手がずらっと名を連ねており、
勢いに乗せると非常に危険なだけに侮れない相手である。実際、前節富山に勝利を挙げ、少しずつ

アスルはこう戦う！

ではあるがチームにも勢いが出てきている。

１６試合をここまで戦い４勝２分１０敗と苦しい状況が続いているアスルクラロ。
ここのところ、引き分けを挟んではいるものの、
８試合勝利から遠ざかっている形となっているので、シーズン前半の締めくくりとして何とし
ても勝利で終えたいところ。
セレッソ大阪Ｕ−２３は若さ故に攻撃にウェイトを占める傾向があるため、守備が崩壊しやすい傾向がある。しっかりと相手の攻撃を受け止め、
自分たちのリズムを作りながら攻撃のバリエーションをつけると勝機が見えてくる。また、セットプレーでの
失点も多いので、セットプレーのチャンスが非常に大切になってくる。
この連戦、皆様と一緒に勝利を分かち合い、皆様の手拍子で、会場を熱く盛り上げていただき、一緒に勝利
の喜びを味わいましょう！本日も全力の応援、よろしくお願いいたします。

J3
RANKING
（2020年9月19日現在）

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ブラウブリッツ秋田
ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取
ＡＣ長野パルセイロ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ

7. ＦＣ岐阜
8. カターレ富山
9. ＳＣ相模原
10. ＦＣ今治
11. ヴァンラーレ八戸
12. Ｙ．
Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

13.
14.
15.
16.
17.
18.

要注意選手

【入場時】
【会場運営】
・社会的距離を保ち、入場列にお並び頂きますようご協力をお願いいたします。
・クラブとして管理する喫煙所は設置いたしません。
・入場ゲートにて体温測定をさせていただき、37.5℃以上の場合は入場をお断りします。
※37.5℃以上の場合でもチケットの払い戻しはできませんので、予めご了承ください。
【スタンド】
・入場時には手のアルコール消毒にご協力お願いいたします。
・メインスタンドのみ開放といたします。
・ビジター席は設けません。
【応援スタイル】 ◆禁止事項◆
・１度着席した席からの移動は禁止といたします。
・チームバスの入り待ち ・指笛
・太鼓等の鳴り物の使用
・チャントを歌う行為 ・タオルマフラー、フラッグを振るもしくは回す ・ハイタッチ、肩組み、抱擁
・大声を出す行為
・ビッグフラッグ
・トラメガ、メガホンの使用
【その他】
・スタジアムではマスクの着用をお願いいたします。
（マスクの配布はございませんので各自ご準備ください）
・スタジアムでは社会的距離を確保するよう心掛けてください。
・必ず係員の指示に従うようお願いいたします。
・上記禁止事項について従わなかった場合、係員がお声掛けさせていただき、状況によってはご退場いただくこともございます。

なり、ホーム連戦の初戦を落とす形で迎えるセレッソ大阪Ｕ−２３を迎える今節。中2日という短い時

セレッソ大阪Ｕ−２３はここまで１６試合を戦い、
２勝４分１０敗１３得点２８失点で現在１７位。なかな

本日の試合開催における、皆様へのお願いとご協力について

10.3 sun13:00 VS

Next Home Game

Home Game

カマタマーレ讃岐

会場／愛鷹広域公園多目的競技場




10/7 wed 13:00 vs ヴァンラーレ八戸

10/25 sun 13:00 vs ブラウブリッツ秋田
※11月、12月の試合日程は、10/2（金）に発表予定です
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16：05頃 後半キックオフ
16：50頃 試合終了

SPONSOR
Uniform

臼井国際産業株式会社／スルガ銀行／株式会社

明電舎／加和太建設株式会社

Ware supplier プーマジャパン株式会社

Practice wear 臼井国際産業株式会社／スルガ銀行／株式会社 明電舎／加和太建設株式会社／山本被服株式会社
明治安田生命保険相互会社

沼津支社／沼津信用金庫／

(株)富士山ドリームビレッジ／観音温泉

Bench Banner 富士酸素工業株式会社／株式会社ル・グラン

Suit supplier 山本被服株式会社

Back Stand ダイハツ沼津販売株式会社
Gate Banner

Main stand 綿仁株式会社

Bibs

株式会社イータス

Back
Stand

株式会社静岡新聞社／静岡放送株式会社／株式会社 静岡第一テレビ／株式会社沼津松長トラスト／株式会社ＮＮＨ／株式会社コサウェル／米久株式会社／日活株式会社／株式会社マカン
サンプロコミュニケーション株式会社／株式会社マキヤ／株式会社関建業／不二運輸株式会社／沼津ヤナセ株式会社／株式会社木村鋳造所／山田車体工業株式会社／近藤鋼材株式会社
三和エンジニアリング株式会社／株式会社日弘商会／赤武エンジニアリング株式会社／野口アルミ箔加工紙株式会社／キリンビバレッジバリューベンダー株式会社／サトウクリーニング
協進フルマーク／観音温泉

Referee bench 沼津信用金庫

Entrance Gate 株式会社堀池エンジニアリング／ダイドー重機商工株式会社／富士エナジー株式会社／株式会社清谷商店

Sandpit Banner 株式会社エクセルジャパン／株式会社Ｖａｎｑｕｉ
ｓｈ／株式会社トーセイコーポレーション／株式会社エム・アイ・総合美装
Behind
The Goal

ダイハツ沼津販売株式会社／株式会社イワサキ経営／株式会社エイテック／平井工業株式会社／株式会社栗原商店／株式会社メイプル／東名電機株式会社／株式会社 三協化工
長泉パーカライジング株式会社／株式会社エンチョー／株式会社特電／株式会社富士己工業／株式会社 微助人／株式会社イシバシプラザ／株式会社伊藤工業／Ｕ−ＧＥＮＥ
城山産業株式会社／株式会社 裾野中央自動車学校／株式会社二十一世紀／有限会社古山鉄工所／有限会社 相原建設 日本ガス興業株式会社／有限会社三和サトウ
富士共和製紙株式会社／南駿農業協同組合／有限会社エイチ・エスシー／専門学校 白寿医療学院／株式会社シンク・ファン株式会社近藤商店／株式会社長野製作所
株式会社エイディーディー／南一色セントラル内科／ホテル・エルムリージェンシー／株式会社鈴昇／（資）ベアード ブルーイング／税理士法人 トップ／有限会社川村室内工芸
株式会社日幸製作所／静岡ロジスティクス株式会社株式会社／株式会社財産ネットワークス静岡／有限会社 宮内製作所／伊豆箱根鉄道株式会社／株式会社くるまや／小林園株式会社
株式会社 ふじよし／株式会社ミロク／興栄電気工業株式会社／株式会社 共和工機／東名モータース株式会社／株式会社センス／東静電子制御株式会社／株式会社バンデロール
株式会社グリュック／有限会社金子電子工業／秋元水産株式会社

Back
Stand
Banner

株式会社さくら工業／聖隷沼津健康診断センター／植松グループ／株式会社伊豆フェルメンテ／(株)チキンハウス青木養鶏場株式会社イズラシ／株式会社 間瀬／東海金属工業株式会社
システムブレイン株式会社／株式会社アルファ／株式会社共同開発／株式会社カドイケ／株式会社シンエイ／株式会社ライフ／富士宮清掃（有）／京丸うなぎ株式会社／カノガワ自工有限会社
有限会社晃永製作所／有限会社ＦＵＮ／株式会社ＷＡＴＳ−progress／株式会社ＳＢＳマイホームセンター／株式会社タビックスジャパン／株式会社マイナビ／Ａ−１スポーツクラブ
株式会社日本ネオライズ／株式会社すずや／ＳＯＬ整形外科スポーツクリニック

Stretcher

加藤脳神経外科／後藤外科医院

Azulport
Partner

沼津市／綿仁株式会社／太平洋少年倶楽部／株式会社ホワイトウイングス／株式会社ゴトー／丸一化成株式会社
望月商事 株式会社／(株)富士山ドリームビレッジ

Home Town Wear ららぽーと沼津

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

Photographs by Toshiro Suzuki
Design by WU-style

