
沼津市×スポーツによるまちづくり

サイクル
アクティビティ。

そしてわれらが
アスルクラロ沼津。

スポーツはただ体を
動かすというだけではない、
まちづくり・にぎわいづくりを
実現できるもの。

沼津ならではのサイクルアクティビティ。新たに沼津の注目スポーツとなったフェンシング。
そしてわれらがアスルクラロ沼津。沼津にはまちを盛り上げるスポーツがたくさんあります。

海越しの富士、信号の少ない海岸線
など、沼津はサイクリングが楽しめるフ
ィールドに溢れています。穏やかな狩
野川沿いや圧倒的な景勝、大瀬崎起
伏の先に開ける戸田港と御浜岬。地
域資源に富んだこれらのコースを安心
して楽しむための環境も充実。クロス
バイクのレンタルを展開し、工具や休
憩スペースを備えた事業所をバイシク
ルピットとして認定。サイクリストの受
入環境充実を図っています。
昨年度には新たな遊び場が誕生。マ

ウンテンバイクの第一人者・
高橋大喜氏が手掛け、愛鷹
競技場西側にオープンした
「ＤＫＦＲＥＥＲＩＤＥ　ＭＴＢ
　ＰＡＲＫ」。そして、サイクリ
ストに親しまれているＮＵＭ
ＡＺＵサイクルステーション
静浦東にはＢＭＸやスケー

トボードが楽しめる「スキルパーク」
が出現。サイクリングだけではない、
魅力溢れる沼津を満
喫してください！

「スポーツを通じたまちづくり」を掲げる
沼津市と「フェンシングの地方拠点都
市構想」を持つ日本フェンシング協会
が全国初の包括連携協定を締結した
ことをきっかけとして始まった「フェンシ
ングのまちづくり」。これまで数々の日
本代表合宿が沼津で行われています。
今夏は日本代表全種目のチームが、そ
して先週は日本代表女子フルーレチー
ムが合宿を行っており、これで通算５回
目の日本代表合宿となりました。
今年は小学生の唯一の全国大会であ
る「Proud NUMAZU CUP フェンシン

沼津の見どころは
沼津観光ポータル
サイト！　

沼津の
美麗風景写真集
無料ダウンロード可！

サイクル事業紹介
沼津市ホームページ

沼津市
Facebook

フェンシング
事業紹介
沼津市ホームページ

注目のフェンシング。
グ選手権 小学生大会」の開催やフェン
シングのまち沼津プロモーション動画
の制作、官民が連携し「フェンシングの
まち沼津推進協議会」が設立されるな
ど、さらなる事業展開を行っています。
来年には東京2020オリンピック・パラ
リンピックを控えており、これからの取
組に注目です。

ホームタウン支援
沼津市ホームページ

週末に友達と、家族と、ホームゲーム
へ出かける。キックオフ前、Ｊ３屈指の
グルメエリア「アスルキッチン」やイベ
ントを楽しむ。時にはマッチスポンサー
特典もゲット、記念になる。チームには
勝ってほしいのはもちろん。ただ、会場

の雰囲気含め楽しいからまた行く。
こんな「出かける場」が自分のまちに
あるのは素晴らしいこと。ホームタウン
である沼津市はもちろん、地域みんな
で育てていける体制を目指します。

「沼津ってスポーツが身近でいい
なあ」と思えるまち。日常にスポー
ツが溶け込むまちを目指して。

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。

あなたの加入がクラブの
血となり肉となる!

まずは無料で1ヶ月お試し >>>

フェンシング日本代表・カナダ代表

笑顔でお出迎え
プロジェクト
来年７月に東京2020オリンピックに向けた調整のため、フェンシング日本代
表フルーレチームとフェンシングカナダ代表チームが本市で合宿を行います。
両チームを歓迎するとともにエールを送るため、沼津市民の笑顔で両国国
旗のモザイクアートボードを制作し、練習会場に飾ります。
モザイクアートボード用の画像を募集しますので、ぜひご応募ください。

募集画像
フェンシング日本代表フルーレチームまたはカナダ代表チーム
への応援の気持ちを込めた、笑顔の写真
※画像の縦位置や横位置、縦横比率等は問いません。個人または友人や家族と
　一緒に、自由に撮影してください。

応募方法 住所、氏名（グループの場合は代表者）、電話番号を記載し、画像
データ（JPEGまたはPNG形式、２MB以下）を添付してメールで

送付先 hosttown.numazu@gmail.com

募集期間 令和２年12月８日～令和３年１月31日

その他

問い合わせ スポーツ交流推進課　電話：055-934-4890

・個人情報及び画像は本プロジェクト以外の用途で使用することはありません。
・本企画の趣旨に反する画像や公序良俗に反する画像は、モザイクアートに採用し
ません。

募集

沼津市×ららぽーと×ひものマッチ

Matchday Programme vol.16

愛鷹広域公園多目的競技場
13:00 KICK OFF

12.13 sun VS Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．
横浜

＃6 MF

Kenshiro

SUZUKI



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

Azulport
Partner

ららぽーと沼津Home Town Wear

加藤脳神経外科／後藤外科医院Stretcher

株式会社イータスBibs 富士酸素工業株式会社／株式会社ル・グランBench Banner 綿仁株式会社Main stand

株式会社エクセルジャパン／株式会社Ｖａｎｑｕｉｓｈ／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Sandpit Banner 

沼津信用金庫Referee bench 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Entrance Gate

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Uniform プーマジャパン株式会社Ware supplier 山本被服株式会社Suit supplier

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

Practice wear ダイハツ沼津販売株式会社Back Stand 
Gate Banner

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　

Back
Stand

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

Back 
Stand 
Banner

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

Behind 
The Goal

SPONSOR

Photographs by Toshiro Suzuki 
Design by WU-style

新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

Home Game

���������
�������� 12/20 sun 13:00 vs           カターレ富山

会場／愛鷹広域公園多目的競技場

各種SNS・
HPは

こちらから
!

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
【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。

【応援スタイル】 ◆禁止事項◆
・チームバスの入り待ち、出待ち
・チャントを歌う行為
・大声を出す行為

・ゴール裏の席以外での鳴り物の使用
・タオルマフラー、フラッグを振るもしくは回す
・トラメガ、メガホンの使用

・指笛
・ハイタッチ、肩組み、抱擁
・ビッグフラッグ

【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。
・手すりへの腰掛け、足掛け、身の乗り出し、
  またがりは禁止といたします。
・傘(日傘を含む)を差してのご観戦はできません。

【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。
・競技場内を走ったり、スタンドやコンコースでのボールの使用はできません。
・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。

今シーズンも残り1試合！全力応援お願いします！

VS TEAM
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ブラウブリッツ秋田
ＡＣ長野パルセイロ
ＳＣ相模原
ＦＣ岐阜
ＦＣ今治
鹿児島ユナイテッドＦＣ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本
カターレ富山
藤枝ＭＹＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
いわてグルージャ盛岡

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

アスルクラロ沼津
ガンバ大阪Ｕ－２３
ヴァンラーレ八戸
カマタマーレ讃岐
セレッソ大阪Ｕ－２３
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

（2020年12月9日現在）

J3
RANKING

Y．S．C．C.横浜はここまで３２試合４勝１２分１６敗３５得点６４失点（勝ち点２４）で現在１８位。９月１９日
以降勝利から遠ざかっているチームではあるが、沼津との過去の対戦成績は２勝２分３敗と沼津が負け越
している相手。

Y．S．C．C.横浜のスタイルは攻撃的なスタイルを貫き相手ゴールへ果敢に攻めるスタイルのため、失点をしてしまうという印象があり平均失点
数が２点以上と攻撃に重きを置くだけに厳しい状況になっている。ただし、爆発的な攻撃力は驚異で素早い展開からゴールまで向かってくる勢
いは非常に強力な武器となっている。

前節、アウェイ相模原戦は良いリズムで攻める形を構築していたが、前半２０分に手痛い失点を喫し、攻めて
はいたもののゴールが遠く、敗戦となったアスルクラロ。残すところ２試合となった今シーズン、最後まであ
きらめない姿勢を貫いて全力で一戦、一戦、勝負にこだわっていきたいところ。
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勝利を一緒に分かち合えるように頑張ります。

アスルはこう戦う！

相手チーム情報

３２試合をここまで戦い１０勝５分１７敗。
過密日程の中で迎える今節は、残すところ２試合となる中での非常に大切な１試合となる。Y．S．C．C.横浜との相性はお世辞にも良いとは言
えない。その理由として常に打ち合いの形になることが多い印象で最後に試合を落としてしまう傾向が多い。今シーズンの集大成として沼津
のスタイルをしっかりと体現できれば勝利は見えてくる。その一つは、とにかく相手のペースに付き合わず自分たちのリズムで中盤を支配でき
るかどうかにある。そのリズムの中から、相手の隙をつくことができればチャンスを作ることができるだろう。
また、クロスやショートパスからの失点が非常に多い相手ではあるので、ゲームメイクの中から、攻撃に変化をつけることで相手のゴールネット
を揺らすことができる可能性が高く、いかに主導権を握って勝負を仕掛けるのかが今節の最も大きな
カギとなるだろう。
非常に困難な中、会場まで足を運んでいただいた今シーズンも残すところ今節を入れてあと２試合。
全ての試合を皆様の手拍子で、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。

要注意選手
#7   宮尾 孝一選手
#11 宮本 拓弥選手

MF #34
徳永 晃太郎
Kotaro TOKUNAGA

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

1996.11.10/165cm
60kg/ 大阪府出身

A1.最後まで走る体力と両足を使えること。
A2.PS4でサッカーゲーム
A3.チョコレート
A4.ららぽーと沼津
A5.カラオケ
A6.

FW #35
渡邉 りょう
Ryo WATANABE
1996.10.25/178cm
68kg/ 東京都出身今季も残り少ないですが、

熱い応援よろしくお願いします！！

A1.スピード
A2.ダーツ
A3.焼肉
A4.愛鷹広域公園多目的競技場
A5.人間観察
A6.残りの試合を１つでも多く勝ち、

皆様と一緒に喜べるようチーム
一丸となって頑張ります！

SCHEDULE
10:00

10:50

11:00

12:20

12:45

12:58

12:59

13:03
13：50頃

14：05頃

14：50頃

アスルキッチンオープン
ブースオープン

ファミリー会員先行入場

メインゲート開場

ピッチ内ウォーミングアップ開始

ピッチ内ウォーミングアップ終了

審判団・両チーム選手入場

写真撮影・コイントス

前半キックオフ
ハーフタイム

後半キックオフ

試合終了

全力ステージ
11：00～
11：20～
11：50～
12：25～

沼津警察署
藤木由貴さんトークショー
長寿福祉課
飯田徳考さんステージ

JEWELSパフォーマンス

飯田徳孝さんステージメインスタンド
入場口

メインスタンド
再入場口

高架PR

ふるさと納税

フェンシング

沼津市チケット
引換え所

地域自治課
長寿福祉課

チケット売場

雅心苑

各種受付

全力ステージ

グッズ売場

愛鷹健康
野菜販売

ららぽーと

パンデロール

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

●⑦

【TEAM AS ONE募金】
13：00～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。

会場図

残すところホームゲームはあと2戦‼
グッズ売場では今シーズン応援頂いた皆様に感謝を込めて、
最終SALEを開催致します。
驚きの価格のレア商品もあります。
この機会にアスルクラログッズ身に着けをスタンドを青く染めましょう！！

FINAL SALE 開催

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

2021DAZN
年間パス販売

例年よりもさらに１か月分お得に！

沼津市 10：00～

ららぽーと沼津 10：00～

10：00～

雅心苑 10：00～

美味しいお団子を販売します！

愛鷹健康野菜販売
10：00～
美味しく新鮮な野菜はいかがですか？
野菜を食べて健康になりましょう！

雅心だんご 150円（税込） 豆大福 180円（税込）

※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。

※各特典は数に限りがございます。予めご了承ください。

新鮮野菜！
グッズ売店にて

販売中!!

AZULグッズ

①毎日牧場
②ホル衛モン
③メイアイ
④おこたま本舗

⑤ちゃる麺
⑥うみゃあもん工房
⑦後藤商店
⑧青木養鶏場

⑨HATT
⑩自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑪富士山餃子
⑫ベアードビール

●⑫

●⑩
●⑪

●⑧
●⑨

■長寿福祉課
『愛鷹で迷った選手を探せ！～アスルの選
手を全力救出～』を実施！皆様のご参加お
待ちしています！

■観光戦略課
『沼津市ふるさと情報局』のInstagramを
フォローして特典をGETしちゃおう！！！

■地域自治課
市民憲章をご自身のSNSに投稿して特典
をGET！！！

■スポーツ交流推進課
スマートフェンシング体験実施！フェンシング
に触れて楽しさを知ってください！

■推進課
沼津駅高架PR実施。

■沼津警察署
全力ステージにてトークショーを開催！ぜひ、
お集まりください！

三井ショッピングパークららぽーと沼津でご利用いただけるクーポン
の配布や、選手サイン入りタオルマフラーが当たる抽選会を実施！！！
お忘れなくブースにお立ち寄りください！

◆藤木由貴さん◆飯田徳孝さん来場!!
イベント満載の一日です!!!試合前に思いっ切り楽しんでください!!!
沼津市民の方は『広報ぬまづ12月1日号』についている三角券をブース
にお持ちいただきますと、無料観戦チケットと引換させていただきます！
初めて試合をご観戦いただく方には応援スタートグッズをプレゼント！


