
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。

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／株式会社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／株式会社チキンハウス青木養鶏場／南駿農業協同組合Sandpit Banner 株式会社セラ ほどほど満足住吉 沼津本店Ball Stand

沼津信用金庫Referee bench 株式会社堀池エンジニアリング／富士エナジー株式会社／株式会社清谷商店／ダイレクトワン株式会社Entrance Gate

臼井国際産業株式会社／スルガ銀行株式会社／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／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／株式会社富士山ドリームビレッジ／観音温泉／株式会社新大陸

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／ＳＯＬ整形外科スポーツクリニック／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／株式会社マイナビ 静岡支社沼津支店／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／キリンビバレッジ株式会社 沼津支社
サトウクリーニング／協進フルマーク株式会社／観音温泉

Back
Stand

植松グループ／株式会社タビックスジャパン／株式会社ＷＡＴＳ－progress／聖隷沼津健康診断センター／株式会社伊豆フェルメンテ／京丸うなぎ株式会社／株式会社シンエイ
株式会社ライフ／システムブレイン株式会社／株式会社アルファ／カノガワ自工有限会社／株式会社ＳＢＳマイホームセンター／有限会社ＦＵＮ／Ａ－１スポーツクラブ
株式会社日本ネオライズ

Back 
Stand 
Banner

株式会社イワサキ経営／株式会社特電／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／株式会社伊藤工業／株式会社三協化工／長泉パーカライジング株式会社
株式会社富士己工業／株式会社エンチョー／東名電機株式会社／Ｕ－ＧＥＮＥ／株式会社二十一世紀株式会社／株式会社エイディーディー／有限会社金子電子工業
南駿農業協同組合／イシバシプラザボード／城山産業株式会社／株式会社裾野中央自動車学校／有限会社古山鉄工所／有限会社三和サトウ／スルガコンピューターサービス株式会社
東海金属工業株式会社／有限会社晃永製作所／株式会社カドイケ／株式会社日幸製作所／三島函南農業協同組合／株式会社グリュック／株式会社さくら工業／株式会社微助人
株式会社バンデロール／株式会社鈴昇／税理士法人トップ／有限会社川村室内工芸／株式会社財産ネットワークス静岡／日本ガス興業株式会社／富士共和製紙株式会社
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／南一色セントラル内科／ホテル・エルムリージェンシー
有限会社宮内製作所／伊豆箱根鉄道株式会社／小林園株式会社／株式会社ふじよし／合資会社ベアード ブルーイング／興栄電気工業株式会社／株式会社センス
東名モータース株式会社／株式会社 共和工機／株式会社くるまや
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13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場 FC今治VS
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各種SNS・HPは
こちらから!

SPONSOR
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Design by WU-style

トップ下という新境地を開拓する鈴木拳士郎。
ピッチ上でタフに戦う背番号8の勇姿を刮目せよ！！

PickUp!! 

無料ARアプリ
「COCOAR（ココアル）」
表紙を読み込むとARで動画が見れる!!

アプリを立ち上げ
て

表紙全体をスキャ
ン！

左記のQRコードを読み込むか、「App 
Store」または「Google Play」のバッジ
をタップして「COCOAR」アプリをダウン
ロードしてください。

Happy birthday!

#8 SUZUKI
KENSHIRO
鈴木 拳

士郎



新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

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 >>>

10：00～

Home Game Schedule

①アンジュ
②クレープアンジュ
③ROUND
④アンジェロ
⑤自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑥うみゃあもん工房
⑦毎日牧場
⑧RECANT
⑨JET KITCHEN
⑩ホル衛モン

メインスタンド
入場口

メインスタンド
再入場口

関係者受付

全力ステージ

総合案内所
チケット売場

ファミリー会員

グッズ売場

●①

●Ⓐ

●Ⓑ
●Ⓒ
●Ⓓ

●Ⓔ

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
●⑨

●⑩

4月  4日(日)
4月25日(日)
5月30日(日)
6月13日(日)
6月27日(日)
7月11日(日)

13:00kick off
13:00kick off
13:00kick off
13:00kick off
16:00kick off
16:00kick off

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
藤枝ＭＹＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
テゲバジャーロ宮崎

昨季は、キャリアハイの25試合に出場してJ初得点を含む3ゴール。これまで主戦場としていたボランチから小学4年生ぶりにトッ
プ下にもトライした昨季終盤、新境地で輝きを解き放ち、スタメンにも定着した。足首や膝など度重なる怪我に苦しんできたこれま
でのキャリアは、“試合に出続けること”が高い壁にもなってきたが、昨季終盤の活躍を経て、「だいぶ自信になったし、試合に出る
ことへの慣れにも繋がった。去年よりはリラックスして入れると思う」と今季への自信も伺える。
プレシーズンの2月中旬、ジュビロ磐田との練習試合でトップ下として出場。前線からのプレスや球際でハードに戦えるキャラク
ターを存分に発揮し、攻守で存在感を発揮した。ただ昨季以上のゴール数を今季の目標に掲げる本人は、「２トップの連係を大事に
してゴールに近いところでプレーしたい。クロスからは得意なので、そういう形から得点も増やしたい」とトップ下での更なる成長
と活躍に闘志も燃やしている。
また沼津の開幕戦となる3月20日は、奇しくも自身の誕生日。初めて重なる運命的な巡り合わせにいつも以上に気合いも十分だ。
だからこそやってくれる。“バースデーゴール”でチームを今季初勝利に導く背番号8の勇姿をスタジアムで目に焼きつけろ。

１月中旬に始動したチームは、約2ヶ月間で更なるチーム力強化を図ってきた。攻守両面で段階を踏んで
チームビルディングをする今井監督は、「攻守で距離感を大事にしてきた。特に高い位置から（プレスに）
いくところ、ブロックを作るところは徹底できた」と手応えも示しており、沼津が強みとしてきたバランス
の取れた守備をベースに今季も粘り強く戦うことは変わらない。
一方で昨季から課題でもあった攻撃面は、縦への速さを追求して、スピーディーな展開からゴールを狙う
機会も増えそうだ。渡邉りょうや染矢一樹らスピードに長けた前線の選手の特徴を発揮できる攻撃をい
かに増やせるかが得点力アップへのカギを握る。
2年目の今井雅隆監督の下で迎える今季への期待感も高まっている。
対するFC今治はJ参入初年度ながら昨季、最後までJ2昇格争いにも絡む躍進を見せスペイン人のリュイ
ス監督の下で、“岡田メソッド”と呼ばれるクラブ独自のプレーモデルを浸透させて右肩上がりに結果を
浮上させた点は、昨季の沼津と通ずる部分も多い。
ただJ3開幕戦は、昇格候補のロアッソ熊本に0-1と敗戦。ボールを保持する熊本に対して鋭い攻守の切
り替えから持ち味を随所に発揮するが、無得点に終わり、今季初勝利を逃している。それだけに今節は、
相手も貪欲に“勝利”を追い求めてくるだろう。
互いに主導権を握ることを目指すゲームモデルの性質上、攻守の激しい攻防を制するかが大きなポイン
トだ。特に準備期間で成熟させてきた前線からの激しいプレスから相手のボール回しを遮断し、高い位置
でボールを奪う機会が増えれば、多くのチャンスを構築できるだろう。準備期間で積み上げてきた成果
を確認する上でもこの上ない相手との開幕戦。“全力”アスルがピッチ上で躍動し、“輝く”ためにもスタ
ジアムで“共に”戦いましょう。

FC今治 Highlights VS

PickUp player!! #8 MF 鈴木拳士郎 SUZUKI Kenshiro
1996.3.20 / 静岡県出身 / 177cm / 75kg
経歴：ジュビロ磐田ユース － 関西大学 － カマタマーレ讃岐

（2021年3月14日 現在）

J3
RANKING

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ＡＣ長野パルセイロ
ガイナーレ鳥取
いわてグルージャ盛岡
カターレ富山
ロアッソ熊本

ヴァンラーレ八戸
福島ユナイテッドＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ
ＦＣ岐阜
アスルクラロ沼津

鹿児島ユナイテッドＦＣ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
ＦＣ今治
テゲバジャーロ宮崎
カマタマーレ讃岐

明治安田生命 健活ブース
血管年齢測定、握力測定、応援メッセージコー
ナー、アスメングランプリ

Ⓐ
10：00～

チキンハウス
サクサクな美味しい唐揚げ販売！

Ⓑ
10：00～

バンデロール
新しいアスルクラロパッケージの
『のっぽパン』が販売開始！

Ⓒ
10：00～

雅心苑
美味しいお団子販売！
・雅心だんご 150円（税込）
・豆大福 180円（税込）

Ⓓ
10：00～

ベアードビールⒺ
10：00～
Baird Beer×アスルクラロ沼津
オリジナルラベルビールが販売開始！

AZUL
GODS アスルクラロ沼津

ロングタオルマフラー

共越だるま再入荷
アスルクラロ沼津×杉山ダルマ店

【販売価格】一般：￥１０００(税込)※一般価格のみでの販売となります。

【販売価格】
一般：￥２２００(税込) 
会員：￥１７６０(税込)

特別販売会で完売してしまった【共越だるま】が再入荷します！！疫病退散の御利益
もあるとされるだるま。コロナ収束とアスルクラロ活躍、それぞれの願いを込め、「ア
スルクラロに関わる全ての人達」とこの苦難を共越していきましょう！！

身体にも環境にも優しく、本物の今治産クオリ
ティ、従来より長いこのタオルマフラーは性別
問わずお洒落に使えます！2021シーズンこ
のロングタオルマフラーを身に着けて熱い声
援よろしくお願いします！！

SCHEDULE

10:00

10:50

11:00

12:15

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
11:15～11:40
音三昧

11:45～12:00
沼津西高等学校書道部
3m×7mの大きな用紙に
今シーズンのスローガンである
「共越」の文字を披露！

和太鼓、津軽三味線など大小様々な楽器を操り沼津市を
拠点に、お祭り、ライブ、イベン等幅広いシーンで活躍中の
グループです！

＠愛鷹広域公園多目的競技場

Writing by 森 亮太

※予告なく変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。




