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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

11：00～11：00～

Home Game Schedule

①アンジュ
②アンジェロ
③華鳥
④ココナッツ・ツリー
⑤RECANTO

⑥れっどぱーる
⑦うみゃあもん工房
⑧自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑨毎日牧場
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

●①

●Ⓙ
●Ⓘ
●Ⓗ

●Ⓐ●Ⓑ

●Ⓕ
●Ⓖ

●Ⓒ

●Ⓓ
●Ⓔ

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
●⑨

●⑩

今節でシーズンの折り返し地点を迎えるJ３リーグ。今シーズンの前半戦も我慢の時期は続いたが、前
節・ガイナーレ鳥取戦では、４試合ぶりに勝利。前半戦ラストマッチとなるホームでの今節も勝利し、後
半戦への弾みとしたい。
鳥取戦は、佐藤尚輝、藤嵜智貴、安在達弥が揃ってシーズン初ゴール、そして渡邉りょうにも２試合ぶり
に得点が生まれて今季最多４ゴール。何よりも最大の収穫は、多種多様な攻撃がうまく噛み合ったこと
だろう。味方同士の連係を生かした1点目、練習でも力を入れてきたセットプレー、試合前から「切り替
えのところで優位性があると思っている」と分析していた言葉どおりに守備から攻撃への切り替えから
カウンターで２得点。ここから“ケチャドバ”（=大量得点）を期待したいところだ。
対するテゲバジャーロ宮崎は、ここまでJ参入初年度ながらも7勝2分4敗で4位と大健闘を見せてい
る。九州地方でJリーグクラブがない唯一の県となっていた宮崎県に念願のJクラブが誕生し、サポー
ターからの期待も大きい。
そのサポーターの期待を後押しに戦った前節・福島戦は、先制しながらも一時は逆転される苦しい展開
から試合終盤に怒涛の反撃。83分に水永翔馬のシーズン初ゴールをきっかけに、後半アディショナルタ
イムには、三村真の劇的なゴールで逆転勝利した勢いには、警戒が必要だろう。
“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！！！

テゲバジャーロ宮崎Highlights VS

PickUp player!! #20 MF 佐藤尚輝 SATO NAOKI
1996.7.12 / 神奈川県出身 / 172cm / 67kg　
経歴：湘南ベルマーレU-18 － 産業能率大学

（2021年7月4日 現在）
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3.
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11.
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ＦＣ岐阜
カターレ富山
ロアッソ熊本
テゲバジャーロ宮崎
福島ユナイテッドＦＣ

いわてグルージャ盛岡
ＡＣ長野パルセイロ
ヴァンラーレ八戸
鹿児島ユナイテッドＦＣ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

藤枝ＭＹＦＣ
アスルクラロ沼津
カマタマーレ讃岐
ＦＣ今治
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

15:57 審判団・両チーム選手入場

15:58 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
JEWELSハーフタイムショー

海野みいなさん ステージ

全力ステージ

13：20～
13：50～
14：20～
14：50～

三島市PR
こにわさん トークショー
海野みいなさん ステージ
吉本興業 ステージ
（出演者：富士彦、スカチャン、さこリッチ）

＠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。
※沼津行最終バスは18：30、ららぽーと沼津行最終バスは19：00となります。

雅心苑
暑い夏にピッタリな商品を
ご用意してお待ちしております！

まんまるサンド
134円（税込）

E 11：00～

SKYs3 マジックショーI
13：00～

ベアードビールJ 13：50～

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！

AZUL
GODS

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

愛鷹健康野菜販売

※イメージです

F 13：00～

旬の野菜がお手頃価格でお買い
求めいただけます！

観音温泉

※上記イベントは観音温泉ブースにておこなっております。

A 13：00～

先着1,000名様に『観音温泉水』
をプレゼント！
また、選手と一緒に入場できる『エ
スコートサポーター』や『日帰り入浴
券』の抽選会も実施中です！
抽選券の配布は15時まで！皆様の
ご参加お待ちしております！

山本食品C 13：00～

良質な【伊豆天城産】わさびを原料とした製品の販売を
いたします。

雄大G 13：00～

雄大グループ35周年記念福袋を
販売！数量限定なのでお早めにお
買い求めください！三島市B 13：00～

三島市在住・在学・在勤の皆様、本
日はご来場ありがとうございます！
今日は半日ですが愛鷹で楽しんで
ください！ 富士山ドリームビレッジ13：00～

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。

H

※商品はイメージですラーメンの日特別イベント
本日はラーメンの日！勝利に向けてエネルギーチャージ！

D

真卓朗商店 ippai

11：00～11：00～

※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。

￥70０(税込)

今節のおすすめグッズ
２０２１
全選手対応ユニ型キーホルダー

数量
限定

この度の大雨による被害のお見舞いを申し上げ
ますとともに、一日も早い復旧を心からお祈りい
たします。
また、静岡県東部を中心に活動しておりますアス
ルクラロ沼津といたしましても微力ながら、地域
の為にできる限りのことをおこなっていきます。

会場にて
募金活動をおこなっております。

静岡豪雨災害募金

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

監督が変われば、当然のようにサッカーも変わる。そして選手は、そのスタイルに適応するために自分自身をアップデートさせていく必要に迫られ
る。このようなサイクルに身を置かなければいけないのがプロサッカー選手の性だ。その中で時に壁にぶつかることもサッカー選手の宿命だが、今
年でプロ３年目を迎える佐藤尚輝も昨シーズン壁に直面した。
昨シーズンから今井雅隆監督が就任すると、これまでのハードワークが求められるロングボール主体のスタイルからボールを保持して主導権を握る
スタイルにがらりと変化。
「大幅にサッカーが変化したことで難しかった。監督に要求されることとチームの中でみんなから要求されることが違った。そこを変えていくことが
難しかった」と当時を振り返り、その中で監督からの信頼を獲得できていないと感じていた。
しかし昨シーズン開幕前にコロナウイルス感染拡大の影響によってJ３リーグは延期。この期間が佐藤にとって大きな転機となった。「ただガムシャ
ラにやるだけでは、チームのためにならないことを感じた。コロナで中断に入って考え方が変わって意識するようになった」。昨年６月ジュビロ磐田
との2試合の練習試合。コロナ禍にDAZNでも中継された練習試合ではなく、その前に行われた試合に先発していた背番号20は、そこでアピール
に成功。昨シーズンまでクラブに在籍していた中山雅史氏からも「初めて褒めてもらうことができた」と語るほど周囲の誰もが認めるパフォーマン
スを披露し、昨シーズンのJ３開幕戦では見事にスタメンへと返り咲いた。
佐藤は、こう語る。「考えたプレーができないと勝てないし、イチプレイヤーとしても生き残っていけない。最近は、がむしゃらにやることは当たり前
として、サッカーIQも高めていければ、自分の価値も上げていけると思っている」。当時から“考えること”をやめなかった。それは怪我で出遅れた
今シーズンにも活かされている。開幕前に負傷した佐藤は、リハビリスタートで開幕に出遅れた。これまで順調に出場機会を重ねてきた佐藤には、
ピッチの外からチームを見つめる日々に時に焦りもあったと言う。それでも「自分が入った時にどう役割を果たせるかという見方をしていた」と冷
静に分析。今井監督からも“チームの中でもプロらしい選手”と評されるほどにまで厚い信頼を獲得した佐藤が怪我から復帰するとすぐに出番は
やってきた。そのバックグラウンドにあるのは、サッカーと真摯に向き合う姿勢、そして自らの思考をピッチ上で落とし込める高いサッカーIQ能力。
そして今節テゲバジャーロ宮崎戦の翌日12日に25歳の誕生日を迎える。記念すべき日を前にこう新たな決意を語る。「自分が上に上がるのもそ
うだけど、アスルクラロ沼津として上に行きたい。アスルクラロがなければ今の自分はないので、できることは全てやりたい」。24歳として迎えるラ
ストマッチでは、原点とするハードワークに加えて、前節のような目が覚める豪快なひと振りでクラブを浮上に導いてくれるはずだ。

この機会に推し選手グッズを
ゲットしてください。


