スポーツによる
まちづくり

沼津市×
沼

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

ウィズ
スポーツ!!
沼津市ウィズスポーツ課

津ならではのサイクルアクティビティ。新たに沼津の注目スポーツとなったフェンシング。
そしてわれらがアスルクラロ沼津。沼津市はまちや日常にスポーツが溶け込むまち「ウィズスポーツ」を目指します！

サイクル

ライダー・高橋大喜氏が手
掛ける「DKFREERIDE
MTB PARK」はマウンテ
ンバイクの最高の練習環境
になっています。NUMAZU
サイクルステーション静浦
東内の廃プールをリノベー
ションした「スキルパーク」はオリンピ
ックで日本中の注目を集めたBMX
やスケボーを思いっきり練習できるパ
ークになっています。
沼津で新しい自転車
体験をぜひ！

アクティビティ。

海越しの富士、信号の少ない海岸線
など、
サイクリングが楽しめるフィールド
に溢れる沼津。穏やかな狩野川沿い
や圧倒的な景勝・大瀬崎、起伏の先に
開ける戸田港と御浜岬など変化に富
んだコースがたくさん。NUMAZUサイ
クルステーション静浦東などのクロス
バイクレンタルや、工具・休憩スペース
を備えたお店が登録する「バイシクル
ピット」など、
サイクリングを安心して楽
しめます。
さらにはサイクリングだけではないの
が沼津の魅力。愛鷹競技場西側、
プロ

サイクル事業紹介
沼津市ホームページ

沼津市
Facebook

そしてわれらが

アスルクラロ沼津。

週末に友達と、家族と、
ホームゲーム
へ出かける。試合前にはＪ３屈指のグ
ルメエリア
「アスルキッチン」やイベント
を楽しむ。時にはマッチスポンサー特
典もゲット！チームには勝ってほしいが

ホームゲームは楽しいからまた行く。
こんな「出かける場」が自分のまちに
あることが素晴らしい。
ホームタウンで
ある沼津市はもちろん、地域みんなで
育てていきたい。

注目のフェンシング。

「スポーツを通じたまちづくり」を掲げ
る沼津市と「フェンシングの地方拠点
都市構想」を持つ日本フェンシング協
会が全国初の包括連携協定を締結し
て始まった「フェンシングのまちづくり」
。
これまで数々の日本代表合宿が沼
津で行われ、東京2020オリンピック
で日本フェンシング史上初の 金メダ
ル を 獲 得した 男 子 エ ペ チームも
2019年、2020年に沼津で合宿を
行いました。
昨年設立された官民連携の「フェンシ
ングのまち沼津推進協議会」を中心に

今年も様々な展開がありました。注目
は、沼津駅北口のBiVi沼津３階にオ
ープンしたフェンシング交流拠点施設
F3 BASE ！日本代表合宿や未来
のトップ選 手を目 指す子どもたちの
練 習が行われ、ヨガや体 操などにも
開放。代表選手のサインなども見るこ
とができます。ぜひお越しください！

フェンシング
事業紹介
沼津市ホームページ

「沼津ってスポーツが身近でいい
なあ」
と思えるまち。日常にスポー
ツが溶け込むまちを目指して。

2021 明治安田生命 J3 リーグ

【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。
・専用ラベルが貼ってある座席は着席できません。
【スタンド】
・手すりへの腰掛け、足掛け、身の乗り出し、
・ビジター席を開放いたします。
またがりは禁止といたします。
・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。・傘(日傘を含む)を差してのご観戦はできません。

【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

【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。

10/16sat

第23節

VS

各種SNS・HPは
こちらから!

#
SPONSOR
Uniform

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

Ware supplier プーマジャパン株式会社

Practice wear 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

Bench Banner 富士酸素工業株式会社／株式会社ル・グラン

Suit supplier 山本被服株式会社

Back Stand ダイハツ沼津販売株式会社
Gate Banner

株式会社イータス

Back
Stand

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

Referee bench 沼津信用金庫

13:00 KICK OFF

狩野川を中心にぐるっと周遊する自転車イベント
詳しくはＱＲコードからイベント公式サイトへ

〜沼津ひものスペシャルデー〜

愛鷹広域公園多目的競技場

ロアッソ熊本

1 GK

政孝K A
村
野 A MASATA
NOMUR

Entrance Gate 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

Sandpit Banner 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

Ball Stand 株式会社セラ ほどほど満足住吉 沼津本店

Behind
The Goal

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

Back
Stand
Banner

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

Stretcher

加藤脳神経外科／後藤外科医院

Azulport
Partner

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
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Home Town Wear ららぽーと沼津

ホームタウン支援
沼津市ホームページ

無料ARアプリ
「COCOAR（ココアル）」
「サイクルボール“かのいち”」開催中！

沼津市・人権サポーターマッチ

Main stand 綿仁株式会社／株式会社東京ウエルズ／株式会社時之栖

Bibs

スポーツはただ体を

動かすというだけではない、
まちづくり・にぎわいづくりを
実現できるもの。

Matchday Programme vol.11

アプリ
を立ち
上げて
表紙全
体をス
キャン！

表紙を読み込むとARで動画が見れる!!
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。

(狩野川周辺サイクル事業推進協議会主催・沼津市事務局)

Photographs by Toshiro Suzuki

Design by WU-style

献血

PickUp player!!

#1

GK

野村 政孝 NOMURA MASATAKA

1991.6.29 / 東京都 出身 / 188cm / 78kg
経歴：日本学園高校 − 駒澤大学 − 名古屋グランパス − ブラウブリッツ秋田 − ロアッソ熊本

30歳を迎える節目に沼津に移籍してきたGK野村政孝が今シーズン初めてピッチに立ったのは、6月のJ3第10節熊本戦。4年間を過ごした
「大好きな」古巣との一戦で、1450日ぶりにJリーグのピッチに立った。久しぶりのリーグ戦出場にも動じずに、好セーブを連発。見事に無
失点でシャットアウトし、熊本撃破の立役者となった。その後に４試合連続でゴールマウスを任されたものの、再びベンチを温める日々に逆戻
り。そんな現状にも腐ることなく、練習に向かう姿勢は一切変わらない。誰よりも早くグラウンドに姿を見せて個人トレーニングに汗を流す。
13時には仕事に向かわなければいけない都合もあって居残り練習には時間を割けない。うまく時間を活用し、いつ巡ってくるかわからない
チャンスに備える。その準備を欠かさない。もちろん練習に入っても姿勢は変わらず、誰よりも大きな声で最後方から味方に指示を伝える。
チームメイトのからの信頼を獲得していくために努力を絶やさない守護神だ。
2015年から2018年まで熊本でゴールキーパーコーチを務めていた澤村公康氏との出会いが野村を変えた。「技術や戦術とかだけでなく、
キーパーとしてのマインドやメンタルの部分、教養の部分を教えてもらった」。特にゴールキーパーは、最後方で最もチームの状況を俯瞰して
見られるポジションなだけに、味方へのコーチングは大きな役割の一つだ。どのように味方に指示を伝え、その時にどんな言葉を選ぶべき
か。言い方を間違えれば、チームの士気を逆に下げてしまうことにも繋がりかねない。名古屋に在籍していた若手の頃は、
「誰も僕の声は聞い
てくれない。言い続けることで反発もされた。自分のプレーへの信頼を失う負のスパイラルにも陥った」と苦い経験も味わった。「自分の指示
を聞いてもらうためには日々の練習でどういう心かげでプレーしなければいけないか。適当にやっていれば、それ相応の見られ方しかしない。
継続していくことで勝手についてくる信頼で結果的にコーチングも受け取ってもらいやすくなる。それを構築するためにトレーニングも伝え方

人権 PR

Ⓐ
●

総合案内所
チケット売場

10：00〜

沼津市

10：00〜

③
●
●
④

沼津市在住・在学・在勤の方ご招待デーです！
本日は沼津市に関する様々なブースが出店しています。
ひものセットが抽選で当たるイベントも実施中！
スケボー＆BMX体験パークなど、楽しいイベント盛りだく
さんです！
試合開始まで愛鷹で
お もいっきり楽しん
でいってください！詳
しくは 沼 津 市ブース
までお越しください。

バンデロール

②
●

だ。それでも一度は決まっていた不動産業の内定を辞退してまで、突き進んだプロの世界でもある。「何度もやめようと思ったことはありま

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！！

⑤
●

Ⓙ
●

⑥
●
⑦
●

⑧
●

したけど、30歳に入ったのでやれるだけやろうかなと思っています。ラストチャンスにはしたくありませんけど、全力でやっていくだけです」。
どんな困難に対しても前向きに、野心を持ってチャレンジしてきた。チームのお手本となり得る人間性が厳しいプロの世界で生き残ってこられ
た証だろう。「どれだけ自分がチームの力になれるか。残り試合を全部勝つつもりでどんな形でもチームに貢献したい」。もう一度、スタメン
に返り咲いてチームのためにゴールを死守する。そんな背番号1の姿を期待したい。

Highlights VS ロアッソ熊 本

⑨
●

●
Ⓓ
Ⓔ
●
Ⓕ
●

10：00〜

結果には、他ならぬ選手たちが責任を痛感している。2試合連続ゴールで一死報いたMF染矢

一樹も「自分も含めて不甲斐ない出来だった。何もないゲームでした」と試合後にしきりに反省の弁を語り、表情からも悔しさを噛み締めている様子
がひしひしと伝わってきた。ダービーで味わった雪辱を晴らす意味でもホームで迎える今節は、リバウンドメンタリティーをチームとして示さなければ
ならない。
そのためには若手の奮起が不可欠だ。チームの精神的支柱でもある菅井拓也が藤枝戦を欠場し、チームトップ7得点の渡邉りょうも試合中に負傷交
代。彼らの穴は小さくない。それでも藤枝戦で復帰したプロ３年目のMF徳永晃太郎は、試合後にこう語っていた。「キャプテンの菅井選手がいなく
て、いつも守備の統率をとってくれている中で、僕がそれをできなかったのは今後の課題」。この自覚を持ち始めたことは悪くない兆候だ。いつまで

Ⓗ
●

アスポート発行所

幸筆

メインスタンド
再入場口

Ⓘ
●

Ⓖ
●

全力ステージ
スケボー・BMX
体験パーク

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！

⑥まるかわ製茶

③アンジェロ

⑧ホル衛モン

②DA FIORI
④ココナッツ・ツリー

※イメージです

沼津警察署

①ROUND

⑤れっどぱーる

⑦JET KITCHEN

ベアードビール

13:03

前半キックオフ

11:00 ゲート開場

13：50頃 ハーフタイム

12:20 ピッチ内ウォーミングアップ開始

14：05頃 後半キックオフ

12:45 ピッチ内ウォーミングアップ終了

14：50頃 試合終了

J3 RANKING

10：50〜

1.
2.
3.
4.
5.

※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。

（2021年10月10日 現在）

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

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

販売期間：2021年10月1日(金)〜2022年3月31日(木)

11. 藤枝ＭＹＦＣ
12. アスルクラロ沼津
13. カマタマーレ讃岐
14. ガイナーレ鳥取
15. ＦＣ今治

Home Game
Schedule

＠愛鷹広域公園多目的競技場

10/31 sun 13:00 KICKOFF FC岐阜
11/14 sun 13:00 KICKOFF ガイナーレ鳥取
12/5 sun 14:00 KICKOFF いわてグルージャ盛岡

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

沼津市総合体育館 令和５年オープン予定!!
R3.10.6現在

・11：50〜 人権あいうえお
・12：15〜 レイバーデモ

⑨ippai

⑩RECANTO

世界食糧デー

おにぎり
アクションに
参加しよう！

本図はイメージです、実際の建物は詳細検討により若干の際が生じる場合があります。

「世界食料デー」を記念

ファミリー会員／
沼津セントラル・
アスルクラロOB・OG会

して「おにぎり」の写真を
SNSまたは特設サイトに

投稿すると、アフリカ・ア

ジアの子どもたちに給食
をプレゼントできます!

10：00〜

SPECIAL GUEST

活気づけるためには、若手の躍動は欠かせない。
今節ホームに迎え撃つは、首位を走るロアッソ熊本だ。リーグ後半戦に入ったリーグ再開後は、ここまで６連勝と絶好調。2018年以来のJ2復帰に

アスルクラロフェンシングアカデミーはオリンピック２大会出場経験を持つ

向けて快調な歩みを進めている。特にヴァンラーレ八戸と対戦した前節は、今季最多の5得点と快勝。リーグ2位タイの32得点力は、J3でもトップク

国内トップコーチが直接指導！目指せ未来のオリンピック選手!!

ラスだ。中でも直近4試合3ゴールを決めているブラジル人MFターレスは要注意人物になるだろう。
ただ敵地での前回対戦は、沼津が１−０で熊本に完封勝利。今シーズン、熊本が2度しか味わっていない2つの無得点ゲームのうちの1つが前回の沼
津戦だった。あのゲームを思い返せば、DF後藤虹介が前半早々に負傷交代する緊急事態の中、途中交代で入ったDF徳武正之が値千金の決勝点を
沈めて、90分間守備でハードワークした沼津の粘りが上回った。もちろんシーズンダブルを狙う今節は、強力な熊本の攻撃陣に対して、求められる
のは沼津が強みとしてきた守備の粘り強さだ。本来の姿を取り戻し、チャレンジャーとして勇敢に立ち向い、首位チームを撃破する姿を期待したい。
Writing by 森 亮太

軽部 真一 さん

藤木 由貴 さん

飯田 徳孝 さん

朝の情報番組「めざましテレビ」に出演中のほか、音楽

沼津市出身。2017年1月、
「日本レースクイーン大賞」

昨年に引き続き、今年もご出演決定！

学童期の数年間を沼津市で過ごす。沼津を「第二の故

クイーンとして注目を浴びる。

ご期待ください！！！

番組「MUSIC FAIR」の司会を担当。

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

10:50 ファミリー会員先行入場

『2022DAZN年間視聴パス』の販売開始!!

・11：20〜 社会を明るくする運動

10：00〜

も引っ張られる立場ではいられない。また２年目のFW今村優介やルーキーのMF鬼島和希ら若手もその後に続かなければいけない。チーム全体を

今日も 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！！！

写真撮影・コイントス

全力ステージ

白バイ、パトカー展示します。

新規申込みを随時受付中です！

12:58

10：00〜

・11：00〜 沼津警察署 交通安全クイズ
10：00〜

10:00 アスルキッチン・ブースオープン

12:57 審判団・両チーム選手入場

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！

※沼津駅行最終バスは18：00となります。

10：00〜

10：00〜

幸せを呼ぶ筆文字で、
お名前やメッセージを
書きます。
1枚 500円

※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。

旬の野菜がお手頃価
格でお買い求めいた
だけます！

藤枝MYFCの敵地で開催された静岡ダービーは、5失点での大敗。ダービーでの不甲斐ない

グッズ売り場

⑩
●

10：00〜

愛鷹健康野菜販売

ここから這い上がれるか。アスルの底力が試される一戦だ。

Ⓚ
●

Ⓑ ●
●
Ⓒ

全国的にも有名な
『のっぽパン』が多数
揃っています！
お土産にもGOOD！

雅心苑

アシタカクリーンアップ作戦

①
●

2021年10月1日（金）より、
Ｊリーグオンラインストアにて

SCHEDULE

JT presents

関係者受付

数量限定でクリアファイルプレゼント！

2022DAZN 年間視聴パス 販売開始！！

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。

メインスタンド
入場口

も意識したのが最初でした」。これまで苦労を重ねてきた経験が今の野村を築いている。
沼津に来るまでの７年間でリーグ戦の出場はわずか10試合。「なんで８年目までやれているのかわからない」と本人がきっぱりと言うほど

ALS チャリティー

10：00〜

1 3 時まで 場 外 にて
献血をおこなってい
ます。皆様のご協力、
よろしくお願 い いた
します。

郷」と言ってはばからず沼津市に関する造詣も深い。

で大賞を含む５冠を達成。史上最高にかわいいレース
現在はモデル業等多方面で活躍中。

試合前のパフォーマンスにぜひ、

