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TOKUTAKE MASAYUKI 6/27sun
第13節

16:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場 ＡＣ長野
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Matchday Programme vol.06
2021明治安田生命 J3リーグ

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。

Photographs by Toshiro Suzuki
Design by WU-style
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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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新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

12：00～

Home Game
Schedule

①アンジュ
②アンシェロ
③ROUND
④ココナッツ・ツリー
⑤FIVE STARS

⑥れっどぱーる
⑦RECANT
⑧うみゃあもん工房
⑨ippai
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

アスポート発行所

ファミリー会員ブース

グッズ売場
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アスルクラロ沼津は、3勝1分7敗で現在13位。アウェイでのシーズン初勝利を飾ったJ3第11節ロアッソ熊本
戦から鹿児島ユナイテッドFC、いわてグルージャ盛岡と現在リーグ連敗中。J3リーグもあと3節で折り返し地
点を迎えるが、今季も前半戦は苦しい戦いが続いている。
しかし前節、二人のアタッカーが意地を見せた。岩手戦は、先制される苦しい展開からFW渡邉りょう、FW高橋
潤哉が立て続けにゴールを決めて2分間で逆転に成功。シーズン初の複数得点、尚且つ２人のアタッカーに
シーズン2点目が生まれたことは、今節に向けてポジティブな材料だ。ここから起爆剤となる活躍、そして今節
のゴールを期待したい。
また、怪我に苦しんできた二人のキーマンもコンディションが上向きだ。MF徳永晃太郎は、前節５試合ぶりに
先発し、フルコンディションではない中でもチームに落ち着きをもたらし、２試合先発が続いているMF佐藤尚
輝も、出場時間を着実に伸ばして調子を上げている。チームとして課題を抱えている“時間を作る”上でもキー
マンとなるプロ3年目の二人の力がここからの巻き返しに欠かせないだろう。
対するAC長野パルセイロは、シーズン初の連勝中と息を吹き返し始めている。開幕戦での勝利以降は、4試合
連続ドローから3連敗と勝ち切れない時期が続いていたものの、天皇杯2回戦で昨年度のJ1王者・川崎フロン
ターレを敗退まであと一歩のところまで追い詰める死闘を繰り広げたところからJ3第11節ガイナーレ鳥取戦
では、８得点、前節・カターレ富山戦も4得点と２試合連続攻撃陣が爆発し、ようやく勢いに乗り始めている。
その中でも鳥取戦でリーグ初先発飾ったMF上米良柊人は、ここ２試合最前線のポジションで２戦２発の活躍を
見せて輝きを放っている。そこに鳥取戦でハットトリックを記録したMF三田尚希や２試合連続得点中のMF森
川裕基らアタッカー陣も軒並み好調。この攻撃をいかに封じ込められるかが勝機へのポイントになりそうだ。
昨シーズンのJ3第29節。ホームで激突している両者の前回対戦は、１－０で沼津が長野に対して初勝利。それま
で3分4敗と“勝てない”ジンクスにも別れを告げた。昨シーズンの再現を今節、愛鷹のピッチ上で期待したい。
“全力”アスルがピッチ上で躍動し、“輝く”ために。“共に”戦いましょう！！！

AC長野パルセイロHighlights VS

PickUp player!! #22 DF 徳武正之 TOKUTAKE MASAYUKI
1991.8.18 / 東京都出身 / 175cm / 72kg　
経歴：帝京高校 － 常葉大学 － ツエーゲン金沢

（2021年6月20日 現在）
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ＦＣ岐阜
いわてグルージャ盛岡
カターレ富山
テゲバジャーロ宮崎
ロアッソ熊本

福島ユナイテッドＦＣ
ヴァンラーレ八戸
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

藤枝ＭＹＦＣ
ＦＣ今治
アスルクラロ沼津
カマタマーレ讃岐
ガイナーレ鳥取

SCHEDULE

12:00 アスルキッチンオープン
ブースオープン

13:50 ファミリー会員先行入場

14:00 メインゲート開場

15:20 ピッチ内ウォーミングアップ開始

15:45 ピッチ内ウォーミングアップ終了

15:58 審判団・両チーム選手入場

15:59 写真撮影・コイントス

16:03 前半キックオフ

17：05頃 後半キックオフ

17：50頃 試合終了

16：50頃 ハーフタイム

■全力ステージ
14：40～
15：00～

SKYｓ３ マジックショー
JT 防災クイズ

＠愛鷹広域公園多目的競技場
7月11日(日) 16:00kick off 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。

雅心苑
ホームゲームでしか買えない
お得なセット商品です！
お土産にいかがでしょうか？

1セット 980円（税込）

E 12：00～

ベアードビールI 12：00～

美味しすぎて飲みすぎ注意！
大人の方はぜひご賞味ください！

ALSチャリティーB 12：00～

皆様からの募金は『せりか基金』へお渡し
させていただきます。
ご協力よろしくお願いいたします。

全力応援BOXH 12：00～

ひとり親家庭の子どもサポートプロジェクトを実施いたします。
ご家庭にある未使用・未開封品をご提供ください。

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 >>>

AZUL
GODS

どんな時も達観して物事の本質を捉えられる。その能力がチームの中でもずば抜けて高いと感じさせるのがDF徳武正之だ。
誰もが兼ね備えている能力ではない。東京都の名門・帝京高校から常葉大学を経て、Jリーグの世界に足を踏み入れた徳武は、大学時代に常葉大のコー
チを務めていた井幡博康氏との出会いがサッカー観を変えた。昨シーズンまでJFLのHondaFCを率いていた井幡氏は、リーグ4連覇に導いた名将。当
時から「“もっと考えてプレーしろ”というのは口酸っぱく言われてきた。どうしてもフィジカルに偏りがちな部分があったので、もっと楽にボールを奪え
るポジショニングをもっと上げていかないと上のレベルでできないと言われてきた」。高校時代までは、身体能力に任せて１対１とかを楽しむ傾向が強
かった徳武が「今までのサッカー人生の中でも影響を受けた指導者。本当に考え方が変わったし、サッカーは奥深いと教えられた」と井幡氏からの教えが
プロでも通用するプレースタイルの変化に繋がった。
今のプレースタイルにも随所に現れている。正しいポジショニングからピンチの芽を摘むカバーリング能力は、チーム随一。“危険なところに徳武あり”と
失点しそうな危ない場面を嗅ぎ分けられる予測能力は、タフなゲームになればなるほど存在感も際立っていく。自らが決勝点を奪い、連敗ストップの立役
者となった熊本戦は、まさにその真骨頂が何度も見られた。プロのセンターバックとして決して恵まれた体格とは言えない175cmという身長の中でも長
年やってこられたのは、抜群の予測能力と的確な判断力があったからとも言える。そうやって相手のキックモーションや体の向きといった細かい動作まで
着目し、“能力に頼り過ぎない”プレースタイルを長年磨いてきた。
今年の8月で30歳という節目を迎える徳武は、クラブ在籍年数が最も長く、若手が増えてきているチームの中でも年長者に入ってきた。自分が積み重ね
てきた経験という財産を今度は、若手に還元していく立場にもなってきた。特に同じポジションで10歳年下のDF井上航希は、時に厳しい言葉をかけなが
らも繰り返しアドバイスをおこなってきたそう。それも彼の成長を思い、そして自分の活躍以上にチームが強くなることに重きを置く彼の人柄が滲み出る
行動だ。冷静な分析力を決して自分自身のパフォーマンスだけにベクトルを向けるのではなく、チームがより良くなっていくためにチームパフォーマンスに
もしっかりと目を向けられる。そんなフォア・ザ・チーム精神を兼ね備えた背番号22は、やはりアスルにとって心強い存在だ。

沼津市ウィズスポーツ課 055-934-4843  sports@city.numazu.lg.jp

沼津セントラル・アスルクラロ
OB・OG会

C
12：00～

OB・OG会を立ち上げました！
大人になった皆さん、ぜひブース
へお立ち寄りください！
キックターゲットも開催！

愛鷹健康野菜販売

※イメージです

F 12：00～

旬の野菜がお手頃価格でお買い
求めいただけます！

富士山ドリームビレッジ12：00～

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
ペーパーの販売をおこないます。
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。

G

※商品はイメージです

JTA 12：00～

『楽しくソナエル』体験にご参加くだ
さい！「防災すごろく」や「煙体験ハ
ウス」、「救助工作車展示」など楽し
いイベント実施中！オリジナル防災
グッズのプレゼントもあります！
ぜひご参加いただき、ここでしか手に入らない
グッズをGETしてください！15時からは全力ス
テージにて防災クイズもおこないます！
※プレゼントは数量限定となります。

※後期日程は8月4日(水)17時に発表予定です。詳しくは公式HPにてご確認ください。

ファミリー会員新規・継続入会
キャンペーン実施のお知らせ

9/19（日）讃岐戦までのホームゲームの日に
会場にて新規・継続入会された方に

ホームゲームチケット2枚プレゼント
■受付時間
キックオフ3時間前～キックオフ1時間後
※16時キックオフの場合：13時～17時
■場所
ファミリー会員ブース

■レザーキーホルダー ￥５５０(税込)
■レザーキーケース ￥2,200(税込)

REGION CRAFT

今節のおすすめグッズ

手仕事の温もりを大切に一つ一
つの革製品を丁寧に手作りして
いる、region craft製のレザー
製品の販売をおこないます。
この製品は障がい者就労支援の一
環として販売活動をおこなってい
ます。表面にはクラブエンブレム、
使い込むほどにエイジングを楽し
むことが出来るアイテムです。

チキンハウスD 10：00～
一度は食べてもらいたい美味しい美味しいチキン！
ぜひ、ご賞味ください！




