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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

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／株式会社東京ウエルズ／株式会社時之栖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／エバーコネクト株式会社

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
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／専門学校静岡工科自動車大学校

Behind 
The Goal

各種SNS・HPは
こちらから!

SPONSOR

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。



新しい出会いと感動を
愛 鷹 広 域 公 園

Home Game
Schedule

10：00～10：00～

①アンジュ
②ROUND
③DA FIORI
④FIVE STARS
⑤ippai

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
⑨JET KITCHEN
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

グッズ売り場

●①

●Ⓓ

●Ⓔ

●Ⓐ

●Ⓑ
●Ⓒ

●Ⓕ

●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
●⑨

●⑩

#13 GK 大友 竜輔 OTOMO RYUSUKE
2000.5.24 / 秋田県 出身 / 186cm / 72kg　
経歴：モンテディオ山形ユース － モンテディオ山形

#33 FW 高橋 潤哉 TAKAHASHI JUNYA
1997.5.28 / 秋田県 出身 / 178cm / 78kg　
経歴：モンテディオ山形ユース － 駒澤大学 － モンテディオ山形

（2021年9月26日 現在）J3 RANKING
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ロアッソ熊本
いわてグルージャ盛岡
テゲバジャーロ宮崎
カターレ富山
福島ユナイテッドＦＣ

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

11.
12.
13.
14.
15.

藤枝ＭＹＦＣ
アスルクラロ沼津
ガイナーレ鳥取
ＦＣ今治
カマタマーレ讃岐

SCHEDULE
10:00アスルキッチン・ブースオープン

10:50ファミリー会員先行入場

11:00ゲート開場

12:20ピッチ内ウォーミングアップ開始

12:45ピッチ内ウォーミングアップ終了

12:57 審判団・両チーム選手入場

13:03 前半キックオフ

14：05頃後半キックオフ

14：50頃試合終了

12:58 写真撮影・コイントス

13：50頃ハーフタイム
中西哲生さん、若山英史選手

トークショー

全力ステージ
11：25～アンドレパフォーマンス
11：45～東京2020パラリンピック
車いすラグビー銅メダリスト
若山英史選手トークショー

＠愛鷹広域公園多目的競技場

アウェイでテゲバジャーロ宮崎と対戦したJ３第20節。立ち上がりから菅井拓也の鋭い縦パスか
ら攻撃のリズムを作ってくと、32分には自らミドルシュートを決めて先制点を奪い、幸先良いス
タートを切る。しかし後半序盤の失点で同点に追いつかれると、そこから宮崎の勢いを凌ぎ切れ

ず、60分には2失点目で逆転を許してしまう苦しい展開に。再び反撃に転じたい沼津は、6試合ぶりに出場した鬼島和希や10試合ぶりの出場となった瓜生昂勢
らを起用して変化を起こしたものの、２点目を奪えないまま逆転負け。現在3連敗と悔しい結果に終わっている。
今シーズンもラスト９試合。ここから反撃を見せていくためにも、まずは連敗ストップが今節最大の目標だ。特にこの連敗中は、いずれも2失点と失点が増加。持
ち味とする守備を安定させることが脱・連敗のポイントだ。その中で前節、負傷交代したJ3第10節のロアッソ熊本戦以来の先発出場となった後藤虹介は、けが
人が多い最終ラインをもう一度引き締め直す存在となれるか。コンビを組む2年目の井上航希を引っ張るリーダーシップにも期待したいところだ。
今節の対戦相手の八戸は、トップチーム選手の複数人が新型コロナウイルス感染したことでJ3第19節カターレ富山戦、第20節AC長野パルセイロ戦のホーム2
試合が延期になっておりコンディションに不安が残る中で迎える今節は、チームにとっても総力戦は避けられないだろう。ここまで7勝5分5敗で2試合少ない中
で8位と悪くないポジションにつけている。昨シーズンまで沼津に在籍していた前澤甲気や岡佳樹と古巣組も主力として健在なだけに、沼津サポーターにとっては
彼らのプレーぶりも楽しみなポイントだろう。
八戸がJリーグに参入した2019年から5度の対戦がある中で、沼津が3勝2敗と勝ち越し。ただ共通するのは、すべての試合が1点差で勝敗が決しているというこ
と。僅差の勝負になることが避けられない対戦カードで今回は、どんな結末が待っているか。スタジアムに足を運ぶサポーターの前での歓喜を期待したい。
“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！！！

ヴァンラーレ八戸Highlights VS

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18：00となります。

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

B 10：00～

旬の野菜がお手頃価
格でお買い求めいた
だけます！

明治安田生命A 10：00～

血管年齢測定をして健康をチェックしよう！
そして今日は入場口で貰ったマスクを着用して共に戦い
ましょう！
※マスクプレゼントは数に限りがございます。

ALSチャリティーD 10：00～

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。

雅心苑C 10：00～

ホームゲームでしか
買えないお得なセッ
ト商品を販売！お土産
にも最高です！

JT presents
アシタカクリーンアップ作戦

10：00～

E

試合後、全力ステージ付近へお集まりください！
愛鷹をみんなでキレイにしよう！
スタンプを貯めるとプレゼントも！！

ファミリー会員／
沼津セントラル・
アスルクラロOB・OG会

D

10：00～新規申込みを随時受付中です！

山形から沼津にやってきたFW高橋潤哉とGK大友竜輔。山形ユースで３年間指導を受けている今井雅隆監督の下、互いに切磋琢磨し、
著しい成長を遂げる同志だ。そんな二人の関係性やユース時代からお世話になっている今井雅隆監督について迫ってみた。

同じ境遇にいるお二人の関係性について教えてください。
高橋：最初に沼津に来る時にもリュウに連絡して色々と聞いたりしていまし
たね。ただ山形にいる時も強化指定での練習参加（2019年）の間だけだっ
たので、1年間一緒にはやっていないので、シーズンを通して戦うのは今年が
初めてです。
Q：強化指定の時は、あまり接点がなかったんですか？
高橋：一緒にご飯に行ったり、部屋に来て遊んだりはしていました。摂津
（颯登）くん（元山形GK）と仲が良くて、リュウもキーパー同士で仲が良
かったので、そこが共通点ですね。３人とも山形ユース出身で秋田県出身
だったので、よく集まっていました。
大友：（当時は、）送り迎えをしていましたよね？
高橋：してもらっていたね。強化指定の時は、ホテル暮らしで移動手段がな
くて、リュウが免許をとってからは、毎朝迎えにきてもらって、お世話になっ
ていました（笑）。
Q：選手としてはどういう存在でしょうか？
大友：潤哉くんはめちゃくちゃゴリゴリやってくるタイプだと思っていたんで
すよ。ただ一緒にやっていてすごく器用にやってくれるなと。チームメイトと
のコミュニケーションや要求している部分もすごく質が高いですし、何よりも
自分に対しても、なりたいレベルの先にあるものをめちゃくちゃ考えて要求
して練習する姿を見ているので、本当にリスペクトしかないです。
高橋：リュウの1番の武器は、シュートストップだと思いますし、何度も救って
くれている感覚はあります。キーパーとして1番重要なポイントだと思うの
で、そこが1番大きいです。あとコーチングもしてくれるので、ちゃんと従って
います（笑）。よくシュート練習にも付き合ってもらっていますし、毎日切磋
琢磨しながら同じ立場同士としてチームに貢献してもっと成長していきたい
と思っています。
Q：今井雅隆監督も同じ共通点ですよね。当時から印象は変わりましたか？
高橋：全く変わっていないよね？
大友：変わっていないですね。

10/16
10/31
11/14
12/5

sat
sun
sun
sun

13:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

13:00 KICKOFF

14:00 KICKOFF

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!! 

2021年10月1日（金）より、Ｊリーグオンラインストアにて
『2022DAZN年間視聴パス』の販売開始!!

※カードの数量に限りがございますので、販売期間中でも販売を終了させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

販売期間：2021年10月1日(金)～2022年3月31日(木)

2022DAZN 年間視聴パス 販売開始！！

ベアードビールF 10：50～

久しぶりにビールを飲みながらサッ
カー観戦ができます！
美味しく味わいながら共に戦いま
しょう！

高橋：もちろんユースとプロでチームとして求められていることの違いはあ
ります。ただ選手に対するアプローチやコミュニケーションの取り方は変
わっていません。言い方や伝え方は今井さんらしいなと感じますし、自分た
ちも3年間一緒にやっていてわかるので、慣れている部分はありますね。
Q：何か思い出に残っているエピソードはありますか？
高橋：ユースの時の方が怒られていました。特に高校１年生の時はすごく怒
られていましたね。基本的にプレー面で怒られることが多かったんですが、
高校の時に髪型で怒られたのを覚えています（笑）。
大友：ツーブロックにはマジで厳しかったですね（笑）。
高橋：怒られた後にユースの先輩に「坊主にした方がいいよ」とそそのかされ
て…。坊主にしたら、「そこまでしなくていい」ともっと怒られました（笑）。
大友：ユースの時、トップチームに参加した時にもらった蛍光の黄色いスパイ
クをルンルンで履いていたことがあったんですけど、その時に怒られました
ね。ただ気にせず、次の日も同じスパイクを履いていたら、また怒られたんで
すよ（笑）。なのでそのスパイクを履くのをやめていたんですけど、今度は
「スパイクはどうしたんだ？」と聞いてきて…。「もらったんだから大切に履
きなさい」と言われたのを覚えていますね（笑）。
Q：お二人の話には通ずるところがありますね？
高橋：どういう意図があったかわかりませんが、ストレートに言うよりも少し
違う言い方をして注意するところが今井さんらしい部分かなと思います。
Q：ラスト9試合に向けた抱負をお願いします。
高橋：チームの勝利のために自分の役割を全うして貢献していきたいです。
ゴールも二桁取りたいですし、アシストももっとしていきたいですが、そこだ
けにフォーカスし過ぎず、チームのために戦えるところをプレーで示していき
たいです。
大友：自分の意思で今年も沼津でプレーすることを決めたので、数字や結果
はもちろん、スポンサーやサポーターの方々に伝えられるものが必ずあると
思うので、自分に甘えることなく、自分の良さを前面に出していくこと。そこ
は曲げずにやっていきたいです。


