
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 >>>

Matchday Programme vol.17

愛鷹広域公園多目的競技場
13:00 KICK OFF

12.20 sun

VS カターレ富山

メインスタンド
入場口

メインスタンド
再入場口

全力応援
BOX

愛鷹健康
野菜販売

チケット売場

スルガ銀行

キックターゲット

ロードバイク

綿仁

雅心苑

各種受付

ひろ街運動

全力ステージ

献血車両
グッズ売場

明治安田生命

●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

『SHINING HAPPY BAG』販売!!!

スルガ銀行10：00～

10：00～

ブースにて先着1,000名様にオリジナルマスクをプレゼント！

・キックターゲット11：00～
誰でも参加OK！選手になったつもりで挑戦しよう！

献血バス 9：30～13：00
今シーズン試合会場でおこなう2回目の献血活動。
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人分です。
皆様のご協力、よろしくお願いいたします。
※献血にご協力いただける人数には限りがございます。

明治安田生命10：00～

・ロードバイク展示 10：00～

JTひろえば街が好きになる運動 10：00～
みんなで一緒に愛鷹をさらにキレイにしませんか？事前受付をしてぜ
ひ、ご参加ください！！10/25秋田戦にて回収した廃プラ（ペットボト
ル）を間接的に再利用した『マスクケース』を『ひろ街運動』参加者に
プレゼント※限定300個

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！
※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。

新鮮野菜！

AZULグッズ

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おこたま本舗
⑧HATT
⑨自家焙煎珈琲工房 唐良里10：50～
⑩ベアードビール10：50～

●⑩

●⑧

●⑨

スルガ銀行マッチ2020シーズン、選手実着用サイン入り2ndユニフォー
ム等が入った豪華ラインナップの福袋を予約販売いたし
ます。数量限定の超レア福袋となります！
ぜひ、この機会にGETしてください！

販売価格：¥20,000(税込) ※総額3万5千円相当

●選手実着用2NDユニフォームシャツ
　※ＧＫ分はサイン入りゴールキーパーグローブ(uhlsport製)
　※選手指定はできません。

●アスルクラロ沼津グッズ

発送は12月26日より順次発送いたします。

恒例！血管年齢や握力が測定できます！今年最後の健康チェックを
しましょう！！



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

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.

ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取
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13日現在）

J3
RANKING

カターレ富山はここまで３３試合１５勝５分１３敗５０得点４０失点（勝ち点５０）で現在９位。好調だった流
れもあったが、ここ２試合連敗を喫するなど、調子は少し下降気味。
カターレ富山は、攻守に渡ってバランスの取れたスタイルで、一つ一つのアクションが非常に丁寧なサッカーをしてくる印象。パスを繋いで攻め
る形もあるが、速攻も織り交ぜての攻撃は驚異的で、築き上げた５０得点はリーグ４位の得点力。その得点力を裏付けるようにシュート数も非
常に多く、チャンスがあればシュートを打つというスタイルだ。

前節、ホームY．S．C．C．横浜戦は良いリズムで攻める形を構築していたが、先制点を許す苦しい展開に
なったものの、会場の皆様の熱い応援を後押しに後半も集中した内容から追いつき、試合終了間際の逆転
勝利で連敗を脱出することができました。コロナ禍の中、無観客試合で始まった今シーズン、スケジュールが
変則になったことや、制限が様々にあった中、全力で応援いただいたシーズンもいよいよラストとなりまし
た。最後まであきらめない姿勢を貫きラストゲームも全力で、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

３３試合をここまで戦い１１勝５分１７敗３３得点３８失点。ラストゲームがホームゲームとなる今シーズン、絶対に勝利をし有終の美で終わりた
いところ。時間はかかったものの築き上げた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。
失点をしないことでリズムが生まれるため、まずは富山の驚異的な攻撃をどう弾き返すかにある。その一つは、富山の得点の中で、セットプ
レーからの得点が全体の３０％を超えているため、特に気を付けることが重要になる。
失点を許さなければ、ゲームメイクの中から様々な攻撃を仕掛けることで、相手のゴールネットを揺
らすことができる可能性は高まる。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。
いよいよラストゲーム。泣いても笑っても最後。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
#6   碓井 鉄平選手
#10 花井　聖選手

DF #38
濱 託巳
Takumi HAMA

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

1996.9.11/174cm
70kg/ 静岡県 焼津市出身

A1.スローイン
A2.携帯ゲーム
A3.焼肉
A4.沼津港
A5.野球
A6.

FW #39
中山 雅史
Masashi NAKAYAMA
1967.9.23/178cm
72kg/ 静岡県 藤枝市出身今年最後の試合です！

全力で闘いますので、
熱い応援よろしくお願いします！

A1.気持ち
A2.ドライブ
A3.生姜焼き、ハンバーグ
A4.愛鷹広域公園から見える駿河湾
A5.魚取り
A6.サッカーを愛してください！

沼津を愛してください！
中山を愛してください！！！

SCHEDULE
10:00

10:50

11:00

12:20

12:45

12:59

13:00

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

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～シーズン終了セレモニー

●全力ステージ
11：45～
12：00～

JEWELS
寛平アメマナイトマラソン 
in NUMAZU2021告知

全力応援BOX贈呈式
JEWELSパフォーマンス

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。

S席　会員：20,000円
　　  一般：22,500円

A席　会員：15,000円
　　  一般：18,000円

2021シーズンパス
販売します！

グッズ売店に
て販売中!!

2020シーズンも
たくさんの全力応援、
ありがとうございました




