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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】
・ビジター席は開放いたしません。
・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ご入場いただけません。

・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ADCフォルテ株式会社／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／株式会社電業社機械製作所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／マレーシアヤクルト

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／株式会社山口製作所／株式会社電業社機械製作所／協和警備保障株式会社 静岡営業所
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新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

Home Game Schedule

12：30～12：30～

①アンジュ
②ROUND
③ココナッツ・ツリー
④FIVE STARS
⑤れっどぱーる

⑥RECANT
⑦自家焙煎珈琲工房 唐良里
⑧うみゃあもん工房
⑨毎日牧場
⑩まるかわ製茶

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
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グッズ売り場

１ヶ月半の中断期間を経て、先週末に再開を迎えた
J3リーグ。今治の敵地に乗り込んで再開初戦を迎
えた沼津は、前半から相手に主導権を握られる苦し

い展開が続いたが、後半は立ち上がりから攻撃のギアを上げて攻勢を強める。ゴールへの期待感が高まってい
た矢先、FW渡邉りょうが２枚目の警告で退場するアクシデントにも見舞われたが、キャプテンのMF菅井拓也や
MF染矢一樹らベテランを中心にチームを引き締め、数的不利を感じさせない互角な試合展開を披露。一人少
ない中でもしぶとく戦い、勝ち点１と悪くない結果で、ここ３試合無敗をキープしている。
その中で今治戦は、2つの収穫があった。中断期間にチャンスを掴んだプロ２年目のDF井上航希がようやく
リーグ初スタメンに抜擢されると、落ち着いたプレーで6試合ぶりのクリーンシートに貢献。持ち味のビルドアッ
プ能力を発揮し、攻撃の起点になるなど、90分間成長した姿をピッチ上で示した。今節の相手は、リーグ2位の
得点力を誇る富山。強力な攻撃陣相手にその実力がどこまで通用するか。井上にとっても真価が問われる一戦
だ。
もう一人は、限られた時間で存在感を示した今村優介だ。今治戦は、一人少ない状況の59分にピッチに入る
と、前線で孤軍奮闘して存在感を発揮した。特に昨シーズンよりもポストプレーの精度には磨きがかかってお
り、今治戦でも体をうまく使ってボールをキープし、攻撃を活性化させていた。満足いく出場機会を獲得できず
苦しんだ前半戦から、後半戦の巻き返しを期待する意味でも、富山戦でのシーズン初ゴールに期待したい。
再開ホーム初戦で迎え撃つのは、好調のカターレ富山だ。今シーズンは開幕から常に上位をキープしている新
生・富山は、前半戦を首位でリターン。後半戦初戦の前節も一時同点に追いつかれながらも途中出場のFW高橋
駿太の決勝点で藤枝に２－１で勝利し、幸先良いスタートを切っている。
富山との今シーズン一度目の対戦は、最多タイの３失点で完敗。特に５月のJ3月間ベストゴールに選出された鮮
やかなFK弾を決められているMF花井聖は、エースナンバーを背負う富山の要注意人物だ。特に当時、FKを防
げなかった大友竜輔は、前節今治戦の試合終盤にビックセーブで貴重な勝ち点１をもたらす活躍を披露。好調な
守護神には、前回のリベンジを晴らす活躍に期待したい。
“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！！！

カターレ富山Highlights VS

#5 DF 後藤 虹介 GOTO KOSUKE
1994.7.23 / 静岡県 富士市 出身 / 179cm / 76kg　
経歴：飛龍高校 － 大阪体育大学 － アスルクラロ沼津 －ブリオベッカ浦安

（2021年8月29日 現在）J3 RANKING
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

カターレ富山
ロアッソ熊本
福島ユナイテッドＦＣ
いわてグルージャ盛岡
ＦＣ岐阜

ＡＣ長野パルセイロ
テゲバジャーロ宮崎
ヴァンラーレ八戸
鹿児島ユナイテッドＦＣ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

11.
12.
13.
14.
15.

アスルクラロ沼津
藤枝ＭＹＦＣ
カマタマーレ讃岐
ＦＣ今治
ガイナーレ鳥取

SCHEDULE
12:30 アスルキッチンオープン
13:00 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
Freestyle Performance Crew O2 ハーフタイムショー

富士市観光ＰＲ大使 第36代かぐや姫 佐藤 夏音さんより富士市紹介

全力ステージ

14：00～
14：20～

14：40～

SKYs３マジックショー
富士市観光ＰＲ大使 第36代かぐや姫
佐藤 夏音さんより富士市紹介
Freestyle Performance Crew O2

＠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。
※沼津駅行最終バスは18：30となります。

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

D 13：00～

旬の野菜がお手頃価格でお買い
求めいただけます！

富士市A 13：00～

富士市在住・在学・在勤の皆様、本日はご来場ありが
とうございます！
サッカー観戦だけでなく、イベントや飲食も楽しんで夏
の思い出に残る一日にしてください！
ブースでは富士のお
茶・ほうじ茶・お茶の
かき氷の販売もおこ
なっています！ぜひ、ご
賞味ください！！

JTアシタカ
クリーンアップ作戦

G

試合後、全力ステージの前にお集まりください！愛鷹をキレ
イにして今日一日を終えましょう！

ベアードビールE
試合終了後、グッズ売り場
にて『Baird Beer×アス
ルクラロ沼津オリジナルラ
ベルビール』を販売！おう
ち時間のお供にいかがで
しょうか？！

ALSチャリティーF 13：00～

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。

ファミリー会員／
沼津セントラル・
アスルクラロOB・OG会

F

13：00～新規申込みを随時受付中です！

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。

C

※商品はイメージです

今節のおすすめグッズ

アスルクラロ沼津完全別注
英国製 フットボールマフラー

アスルクラロ沼津×有限会社かねはち
『オイルサバディン』
コラボレーション
パッケージ

サッカーには怪我がつきものだ。いくら最善の予防をしていても、ピッチ上で思わぬアクシデントに巻き込まれてしまうこともある。今シーズンのJ3第
11節。アウェイでの熊本戦で後方から相手に押されて右鎖骨を骨折。その瞬間は、「マジか…と思いましたね」と言葉を詰まらせる。これまでも後藤
は、2018年に前十字靭帯損傷や昨シーズンも足の甲の負傷と何度も手術を伴う怪我に悩まされていた。
そんな背景もあり、“今シーズンこそ絶対に怪我をしない”。そうシーズン前に語っていた思いから日々の行動にも変化が生まれていた。日常のトレー
ナーからのケアはもちろん、アイスバスや酸素カプセルも取り入れて、脂っこい食事も減らし、インソールも自分の足に合うものを取り入れてきた。そん
な本人の努力とは裏腹に試合中に起こった事故による負傷は、言葉にしない苦悩もあったに違いない。それでも後藤は、「シーズン中に復帰できる怪
我だったので、そこは結構大きかったです」と前向きに捉え、早期復帰を目指してリハビリに励んできた。
リハビリ期間は、これまでの経験が活きたと言う。膝の怪我をした時に復帰を焦ったことで再発してしまった経験を踏まえて、リハビリ中も復帰に焦る
気持ちを抑えて“無理しないこと”を徹底してきた。どうしてもサッカー選手である以上、早くピッチに戻りたいという衝動にかられてしまう。ましてや
自分の生活をかけてピッチ上で戦っているプロサッカー選手なら尚更だ。そんな気持ちをコントロールし、「落ち着いて、焦らずというのは1番経験が
活きています」と語る背番号5。後藤の元気な姿をピッチ上で見られる日も近づいている。
この中断期間に練習にも合流し、コンディションも上向き。完全復活まであと一歩のところまできている。6月28日には、第一子が誕生し、父親として
新たな責任感も芽生えて心機一転、必ず戦力になってくれるはずだ。闘志を前面にむき出し、球際で激しくファイトする後藤が魅せるプレーには、自然
と観客のハートを熱くさせる魅力がある。後半戦もまだ1試合がスタートしたばかり。「試合でしか戦っている姿を見せられないので、そういう姿を早く
見せて皆さんと喜びを分かち合いたい」。ピッチ上で闘う背番号5の姿を早く試合で見られることを期待したい。

9/19
10/3
10/16
10/31
11/14
12/5

sun
sun
sat
sun
sun
sun

15:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

14:00 KICKOFF

カマタマーレ讃岐
ヴァンラーレ八戸
ロアッソ熊本
FC岐阜
ガイナーレ鳥取
いわてグルージャ盛岡

PickUp player!! 

デザインから生産まで本場プレミ
アリーグと同じ基準で作られた
アスルクラロ沼津オリジナル「英
国製フットボールマフラー」。 駿河湾に面した沼津港は、「鯖(さば)」の水揚げ量がトップクラス

を誇ります。沼津の伝統製法で作り上げたアスルクラロ×オイルサ
バディンを是非この機会にお楽しみください。一般 ￥440０(税込)

会員 ￥396０(税込)

￥54０(税込)

B全力応援BOX13：00～

アスルクラロ沼津は
子どもたちを『全力』で
サポートします!!

ご自宅にある未使用品を可能な範囲内で
ご提供ください。

※未使用品・未開封品でお願いいたします

・洗濯洗剤・食器用洗剤・マスク・タオル・お菓子・お米
・レトルト食品・乾麺類・缶詰・おもちゃ


