会場図

グッズ売場

【TEAM AS ONE募金】

10：00〜 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。

愛鷹健康
野菜販売

10：00〜

①毎日牧場
②ホル衛モン
③メイアイ
④ちゃる麺

⑤うみゃあもん工房
⑥後藤商店
⑦れっどぱーる
⑧HATT

⑨青木養鶏場
⑩自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑪ベアードビール

児童虐待防止啓発 12：00〜

アスルクラロ沼津は先月、静岡県東部児童相談所と沼津市と児
童虐待防止に係る協定を締結いたしました。毎年11月は『児童
虐待防止推進月間』となっています。児童虐待は社会全体で解
決しなければならない問題です。
「虐待かも・・・」と思ったら、迷
わず『１８９』にお電話ください。

関係者受付

●
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全力ステージ

●
⑥
⑦
●
⑧
●
⑨
●
雅心苑

⑩
●

⑪
●

バンデロール
メインスタンド
再入場口

児童虐待防止
啓発

メインスタンド
入場口

バンデロール 10：00〜

静岡県民のソウルフード『のっぽパン』の販売をおこない
ます。アスルサポーターの皆様も、ガイナーレサポーターの
皆様もサッカー観戦のお供にお召し上がりください！！

雅心苑 10：00〜

全力お誘いキャンペーン

美味しいお団子を販売します！

チケット売場

雅心だんご150円（税込）

愛鷹健康野菜販売
グッズ販売 10：00〜

詳しくは
グッズ売場まで!!

2021DAZN年間パス販売
2021シーズンの全力準備!!
あなたの加入がアスルクラロを強く!!
たくましくする!!
例年よりも
分お得に！
さらに１か月

１９，
２５０円（税込）
■参考価格
１，
９２５円／月×１２カ月
＝２３，
１００円（税込）

Matchday Programme vol.12

ご希望選手のサインを
お入れしてお渡しいたします！

10：00〜

「おおまさり」という大粒の茹で落花生に向いた落
花生や、
「大野芋」という非常に繊維がきめ細やかで
舌触りなめらかな里芋、
「お多福生姜」という大ぶり
で辛味が少なく、清涼感あふれる爽やかな香りの生
姜の販売をおこないます。今晩のおかずに、一品足し
てみてはいかがでしょうか？！

豆大福180円（税込）

新鮮野菜
！

11.3
tue
13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場

※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。

アスルクラロ秋祭り㏌愛鷹 10：50〜

VS

ガイナーレ
鳥取

コンコースにてハンドメイドアクセサリーの販売をおこないます。
ぜひ皆様、お立ち寄りください！

全力お誘いブース

10：00〜

まだアスルクラロ沼津の試合を観たことのないお友達を誘って、一緒に応援してください！！
シーズンチケット、ハーフシーズンチケット、アスポート、各種招待券をお持ちの方で、本日の
試合（鳥取戦）の前売券または、当日券をお買い求めいただいたお友達と一緒に来場した際
は、ぜひブースにお越しください！ 非売品のハンカチをプレゼントいたします！！

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 >>>

PICKUP!! アスルの選手ってどんな選手？！
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

MF #21

森 夢真
Yuma MORI

2001.7.2/170cm/
73kg/ 三重県出身

VS TEAM




A1.ボールを持った時、
シュート
A2.服、
スニーカーを見ること

DF #22

A3.刺身

徳武 正之

A5.字を書くこと

Masayuki TOKUTAKE

A4.愛鷹広域公園多目的競技場
A6. 残りの試合１つでも多くの勝利を

皆さんに届けられるように頑張ります。
一緒に戦いましょう！

1991.8.18/175cm
72kg/ 東京都出身

A1.体を張ったプレー

A2.娘と公園に行くこと
A3.お寿司

A5.手洗い洗車

A6. 全力で闘いますので、一緒に勝利を
分かち合いましょう！

前節、アウェイ熊本戦は両チームががっぷり組み合う形で好ゲームという印象もあったが、一瞬の

SCHEDULE

２日ではあるが、ホームでしっかりと勝ち点を取りたいところだ。
ここの所、チームにもリズムが出てきているだけにファン・サポーターの皆様と共にホーム愛鷹にて

相手チーム情報

ガイナーレ鳥取はここまで２４試合１１勝４分９敗３１得点２８失点（勝ち点３７）で現在７位。序盤の
好調もあり、勝ち点を順調に積み上げて上位には食い込んでいるが、ここ５試合は１勝１分３敗と調
子が下り気味ともいえる。前節はホームで再三チャンスを作り決定機があったものの、決めきるこ

とができず、残り時間もわずかというところで失点を喫し手痛い敗戦。チームのスタイルは、攻守のバランスを保ち、攻撃ではサイドを起点に
組み立てる形を軸に、
ドリブル、パスいずれも上手くつかって攻めてくる印象だ。特にシュートまで持って行く形を多く作るので、リズムに乗せ
ると危険だ。また守備面では、ここまでＰＫでの失点がゼロというクリーンなプレーをし、手堅く守るというのは一つの特徴である。

10:00

アスルキッチンオープン
ブースオープン

10:50

ファミリー会員先行入場

11:00

メインゲート開場

12:20

ピッチ内ウォーミングアップ開始

12:45

ピッチ内ウォーミングアップ終了

太田克樹・カテリン「思い出の交差点」LIVE

アスルはこう戦う！

12:59

審判団・両チーム選手入場

ていくためにも最も必要なことになる。ガイナーレ鳥取は、バランス良い形での戦いが基本となり、こういったオーソドックスなスタイルに対し

13:00

写真撮影・コイントス

て、どこまで自分たちのリズムを作って攻める時間を増やすのかが一つのカギとなる。また一瞬のスキを

13:03

２４試合をここまで戦い７勝４分１３敗と黒星が先行しているアスルクラロ。ここ数試合は、上位陣を相手にする機会も多かったが１勝２分２敗。
内容は試合を重ねるごとに成熟度を増してきている印象はあり、シュートまで持って行くこと、そしてゴールネットを揺らすことが調子を上げ

突いてくるベテラン選手もいるので、まずは自分たちのミスをなるべく減らして、チーム全体でカバーリン
グしていくことが勝利を手繰り寄せるので、全員で集中して戦いたい。
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10月31日現在）

1. ブラウブリッツ秋田
2. ロアッソ熊本
3. ＳＣ相模原
4. ＡＣ長野パルセイロ
5. ＦＣ岐阜
6. 鹿児島ユナイテッドＦＣ

要注意選手

#23 新井 光選手
#41 魚里 直哉選手

【入場時】
・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。
・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。
・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。

前半キックオフ

13：50頃 ハーフタイム

【応援スタイル】 ◆禁止事項◆
・チームバスの入り待ち、出待ち ・ゴール裏の席以外での鳴り物の使用
・指笛
・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。

Next Home Game

13. いわてグルージャ盛岡
14. アスルクラロ沼津
15. カマタマーレ讃岐
16. ヴァンラーレ八戸
17. Ｙ．
Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
18. セレッソ大阪Ｕ−２３

11.15 sun 13:00 VS

Home Game

鹿児島ユナイテッドＦＣ

会場／愛鷹広域公園多目的競技場




11/22 sun
12/6 sun
12/13 sun
12/20 sun

13:00 vs ＡＣ長野パルセイロ
13:00 vs ガンバ大阪Ｕ−２３
13:00 vs Ｙ．
Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
13:00 vs カターレ富山

14：05頃 後半キックオフ

は
S・H P
各 種 S N から !
こちら

14：50頃 試合終了
7. ガイナーレ鳥取
8. ＦＣ今治
9. カターレ富山
10. 藤枝ＭＹＦＣ
11. 福島ユナイテッドＦＣ
12. ガンバ大阪Ｕ−２３

【スタンド】
・ビジター席を開放いたします。
・１度着席した席からの移動は禁止といたします。
・アウェイグッズ着用の方は、ビジター席をご利用ください。
・専用ラベルが貼ってある座席は着席できません。

A4.沼津港

スキから失点を喫し敗戦となった。ただ、チームの完成度は試合を追うごとに高まってきており、中

全力で戦い、勝利を一緒に分かち合えるように頑張ります。

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

全力ステージ

11：30〜・太田克樹、カテリンステージ
12：00〜・児童虐待防止啓発紙芝居

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

