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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。
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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／株式会社山口製作所
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背中で示してきた“
全力プレー”。

J通算300試合出
場した染矢一樹にこ

れからも注目だ！

GAMES MEMORIAL
SOMEYA KAZUKI

#11MF

Jリーグ通算300試合出場達成

染矢 一樹



新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

10：00～

Home Game
Schedule

①アンジュ
②クレープアンジュ
③ROUND
④DA FIORI　
⑤自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑥まるかわ製茶　

⑦RECANT
⑧毎日牧場
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

ファミリー会員ブース

アスポート発行所

グッズ売場

●①

●Ⓐ
●Ⓑ
●Ⓒ
●Ⓓ
●Ⓔ

●Ⓕ

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
●⑨
●⑩

なぜ、彼はいつも変わらず、ピッチ上で“全力”を示し続けられるのか。
プロキャリア13年目の今シーズン。前節・八戸戦に先発した染矢一樹は、Jリーグ通算300試合出場を達成した。FC岐阜
でプロキャリアをスタートし、ファジアーノ岡山、大分トリニータを経て、４クラブ目となるアスルクラロ沼津で大きな節目を
迎えた。「今思い返しても本当にしんどいことが多くて…。勝った試合やゴールを決めた試合よりもしんどいことや悔しい
ことを思い返す。時には逃げたい時もあったが、それでも諦めずにやってきた」。常に泥臭く、どんな困難にも立ち向かい、
自ら茨の道を切り開く。そのメンタリティーは、自身のプレースタイルにもよく現れている。チームが劣勢な状況に陥っても
“ソメさん”なら何とかしてくれる“。そうサポーターやチームメイトに大きな希望を抱かせるプレーでいつもスタジアムを沸
かせてきた。
そんな「１つの喜びを忘れられない」。そのためにサッカーへ全てを捧げてきた。勝利やゴールなど一喜一憂したくなる時も
奢らず、食べ物も制限し、常に自分を律してきた。「引退したらやりたいことはいっぱいある」と豪語するほど我慢を積み重
ねてきた13年間。それも「サッカーのため、一つひとつのプレーのため」と変わらないサッカーへの情熱が原動力となり、
それをやり続けてきた正真正銘のプロフェッショナルだからこそ成し遂げられた偉業だ。
そんな染矢も今年で35歳を迎え、クラブでも２番目の年長者だ。「自分を必要としてくれるチームは、それを自分に望んで

いる。このチームに言葉と姿勢で表現したい」。今季はクラブとしても昨季以上に若返りも図っているだけに、これまでのキャリアで培ってきた彼の経験は
クラブの貴重な財産であり、その重責も増している。それでもこれまでと変わらず、背中でチームを引っ張ってくれることだろう。
「これから300試合だけじゃなく、もっと上を目指して、あのおっさんすごいなというところを見せてきたい」と語る背番号11。アスルがアスルらしくある
ために。その体現者として、これからも“全力”をピッチ上で表現してくれるに違いない。

明治安田J3開幕から2戦を終えて1勝1敗のアスルクラロ沼津。ホームでのリーグ開幕戦となったJ3第2節
FC今治戦では、“アスルらしい”堅守を発揮して勝利を飾るも、敵地で迎えたJ3第3節ヴァンラーレ八戸戦
は、前半の失点が響いて0-1で敗戦。2018年以来の開幕連勝スタートを逃す悔しい結果に終わっている。
特に今季初黒星となった前節は、「消極的なプレーぶりだった」と今井雅隆監督が試合後振り返ったように、
前半のパフォーマンスに課題を残した。前半序盤から主導権を握り、前半のうちにリードも奪えた今治戦とは
勝敗の明暗も分かれているだけに、前半のゲーム運びが勝利へのポイントだ。
また八戸戦では、鈴木拳士郎や大迫暁を前半途中からピッチに送る思い切った采配に踏み切った指揮官。た
だその采配によって、徐々に試合の主導権を引き戻すことに成功しただけに、2試合同じメンバーが起用され
ているスタメンにどんなメンバーをチョイスするか。指揮官の采配にも注目だ。
そんな中でホーム連勝を目指すJ3第4節は、Y.S.C.C.横浜と相対する。昨年、J参入後ワーストの17位で
シーズンを終えているY.S.C.C.横浜は、３年目を迎えるシュタルフ 悠紀監督の下、攻撃的なサッカーを志向。
ただその代償としてリーグワーストの失点数の多さが近年の課題となってきている。
開幕から1分2敗のY.S.C.C.横浜。ただ連敗で迎えた前節は、熊本とスコアレスドローに終わり、連敗を止め
ている。今季初勝利こそ逃しているが、前線からの激しいプレスと縦に鋭いカウンターには警戒が必要だ。
その中でもチーム唯一の得点者でもあるFWンドカ・チャールスは、要注意。熊本戦でもポストを叩く鋭い
シュートを見せるなど迫力あるプレーで期待も大きい。身体能力も高い大卒ルーキーを止めることが無失点
へのミッションになりそうだ。
ホーム連勝へ。“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！

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜Highlights VS

PickUp player!! #11 MF染矢 一樹 SOMEYA KAZUKI
1986.10.13 / 大阪府出身 / 166cm / 66kg
経歴：江の川高校 － 奈良産業大学 － ＦＣ岐阜 － ファジアーノ岡山 － 大分トリニータ

（2021年3月28日 現在）
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ＦＣ岐阜
カターレ富山
ＡＣ長野パルセイロ
ロアッソ熊本
いわてグルージャ盛岡

鹿児島ユナイテッドＦＣ
テゲバジャーロ宮崎
ヴァンラーレ八戸
ガイナーレ鳥取
福島ユナイテッドＦＣ

ＦＣ今治
アスルクラロ沼津
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
藤枝ＭＹＦＣ
カマタマーレ讃岐

AZUL
GODS 染矢一樹選手Jリーグ通算

300試合出場達成

記念グッズ
一般：￥2500（税込） 
会員：￥2000（税込）
【サイズ展開】　M～XL

一般：￥2000（税込） 
会員：￥1600（税込）

2021年3月28日(日)、
２０２１明治安田生命Ｊ３リーグ
第3節ヴァンラーレ八戸戦にて、
染矢一樹選手がJリーグ通算300
試合出場を達成いたしました。
これを記念して染矢一樹選手
Jリーグ300試合出場記念グッズ
を数量限定販売致します。 

■染矢一樹選手Jリーグ通算300試合出場
　メモリアルタオルマフラー

■染矢一樹選手Jリーグ通算300試合出場
　メモリアルＴシャツ

SCHEDULE
10:00

10:50
11:00
12:15
12:45

12:57
12:58

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
一般開場
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
アスルクラロ新体操Jr.クラス発表

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
アスルクラロ新体操Jr.クラス発表

後半キックオフ
試合終了

■全力ステージ
11:15～11:45
Freestyle Performance 
Crew O2

染矢一樹選手Jリーグ通算
300試合出場達成セレモニー

＠愛鷹広域公園
　多目的競技場

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
16:00kick off
16:00kick off

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

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。

チキンハウスA
10：00～
サクサクな美味しい唐揚げ販売！

ランドセル入場花道 !
10：00～／ファミリー会員ブース
ランドセルを背負って選手入場時に花道をつくって、選手を
送り出しましょう！受付はファミリー会員ブースにて12：20
までおこなっています！ぜひ、ご参加ください！

新生活応援メッセージカード
プレゼント
10：00～／ファミリー会員ブース
新生活を始めるあなた！！！選手からのメッセージカードを
貰って、元気いっぱい新生活をスタートさせましょう！

愛鷹健康野菜販売C
10：00～
旬の野菜がお手頃価格でお買い求めいただけます！

アスルクラロ沼津×杉山ダルマ店

共越だるま
D
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）

B
10：00～

ベアード
ビール

F
10：50～

富士山ドリームビレッジ
■共越トイレットペーパー第2弾

E
10：00～

障がい者就労支援の一環として共越オリジナルトイレット
ペーパーの販売を行います。第2弾は染矢一樹選手Ｊリーグ
通算300試合出場メモリアル共越トイレットペーパー＆GK
ユニデザインです。

【販売価格】一般：￥１０００(税込)
※一般価格のみでの販売となります。 
※現金のみのお支払い対応 
※販売数量に達し次第終了となります。

数量限定

数量限定

販売価格（税込）
4個セット ￥５００
8個セット ￥１０００
※販売数量に達し次第終了となります。

静岡ダービー

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！

染矢選手の動
画が見れる！

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。


