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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

御殿場市サンクスサポートデー

切磋琢磨
し合う同

期の絆。

「いつか
二人でボ

ランチを
組みたい

」。

切磋琢磨
し合う同

期の絆。

「いつか
二人でボ

ランチを
組みたい

」。

10/31sun
第25節

13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場10/31sun

第25節
13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場

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

11：30～11：30～
①アンジェロ
②FIVE STARS
③DA FIORI
④ココナッツ・ツリー
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毎日牧場

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
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沼津は、現在リーグ３連敗中と苦戦を強いられている。この連敗中は、アグレッシブに自分たちのサッカーを機能させることができ
たJ3第23節のロアッソ熊本戦のように負けのなかにも収穫の多いゲームもあったが、静岡ダービーの藤枝MYFC戦や前節の鹿
児島ユナイテッドFC戦のように自分たちの持ち味を発揮し切れず、浮き沈みの激しいゲームをしてしまう側面があるのも現チー

ムの状態でもある。大前提として、自分たちの力を信じて、積み重ねてきたスタイルをいかに貫くことができるか。ホームゲームの今節は、アグレッシブに戦う姿勢を示したい。
　その中で前節の鹿児島戦では、途中出場で入った大卒ルーキーの北龍磨がプロ初得点を記録。試合終盤に気持ちの入ったプレーを随所に見せてアピールしている。また今節は、今シーズ
ン成長を見せてきた徳永晃太郎が累積警告で出場停止。同じボランチを主戦場としているだけに、先発チャンスが巡ってくる可能性は十分にあり得そうだ。プロの強度やプレースピードに
アジャストしきれていなかったシーズン序盤と比べても、徐々に自分の持ち味を試合の中で随所に発揮し始めているだけに今節の活躍を期待したい。
　今節ホームに迎えるのは、J２昇格争いを繰り広げているFC岐阜だ。柏木陽介や本田拓也など日本代表の経験をもつ選手を揃えており、J３の中でも選手個々のポテンシャルは群を抜い
ている。しかし後半戦の序盤に３敗と躓き、現在は昇格圏の２位とは勝ち点「７」差。１試合も落とせない状況が続いているだけに、勝利を貪欲に目指してくるだろう。
またここ４戦は、２勝２分と無敗をキープし、復調傾向にもある。特にシーソーゲームとなった前節は、２度の逆転に成功し、AC長野パルセイロを撃破。チームとしても勢いづく勝ち方を見せ
ているだけに、今節も勢いをもって臨んでくるに違いない。
　J３で唯一二桁ゴールを決めている得点ランキングトップのFW川西翔太は、やはり要注意人物。ボールを持てば、繊細なボールタッチで違いをもたらせるストライカーだ。藤嵜智貴や井上
航希ら最終ラインには、いつも以上に我慢強い対応が求められるだろう。
今節も“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！！！

FC岐阜Highlights VS

（2021年10月24日 現在）J3 RANKING
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

ＦＣ岐阜
鹿児島ユナイテッドＦＣ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
ＡＣ長野パルセイロ
藤枝ＭＹＦＣ

11.
12.
13.
14.
15.

ヴァンラーレ八戸
アスルクラロ沼津
ＦＣ今治
カマタマーレ讃岐
ガイナーレ鳥取

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メインゲート開場
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

12:58 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

13:00 写真撮影・コイントス

13：50頃ハーフタイム
飛龍高等学校 和太鼓部 ショー

沼津商業高等学校 吹奏楽部 演奏
全力ステージ
10：50～

11：20～

11：50～

12：10～

沼津商業高等学校 吹奏楽部

飛龍高等学校 和太鼓部

Freestyle Performance Crew O2

ハロウィン仮装コンテスト

＠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18：00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

E 10：00～

旬の野菜がお手頃価
格でお買い求めいた
だけます！

ALSチャリティーJ 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。

御殿場市C 10：00～

御殿場市在住・在学・在勤の皆さん、本日は一日楽しんで
いってください！

グッチ屋I 10：00～

綿菓子の販売をします！ステップワンA 10：00～

焼きそば、レタスバーガー、
御殿場リーフレタスの販売を
します！
ぜひ、ご賞味ください！

富士酸素工業F 10：00～

「Family会員限定：サポートショップ利用で限定グッズプ
レゼント！抽選会」10月9日～30日のイベント期間中に、
アスルクラロ沼津サポートショップご利用時に「抽選券」を
GETされた方のみ、抽選可能！参加賞がありますので、必
ず何かが当たる！詳しくはブースにてお尋ねください。

函南チョウザメ企業組合B
10：00～

チョウザメ料理の試食やチョ
ウザメに触れる触れ合いイベ
ントを開催中！

雅心苑D 10：00～

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！

JT presents
アシタカクリーンアップ作戦

G
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！

ファミリー会員／
沼津セントラル・
アスルクラロOB・OG会

J

10：00～新規申込みを随時受付中です！

11/14
12/5

sun
sun

13:00 KICKOFF
14:00 KICKOFF

ガイナーレ鳥取
いわてグルージャ盛岡

※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！！

おにぎりアクションに
参加しよう！

世界食糧デー

「世界食料デー」を記念して「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!

ベアードビールK 10：50～
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！

藤嵜智貴選手
Jリーグ通算100試合出場達成
記念グッズ

10/31FC岐阜戦、11/14ガイナーレ鳥取戦の
ホームゲームのみの限定販売です。
こちらの商品は数量限定受注販売受付
となります。 ■一般 ￥4,400(税込)

■会員 ￥4,000(税込)

AZUL
GOODS

今節のおすすめグッズ

『藤嵜智貴100試合メモリアルベア』

最終戦

H全力応援BOX10：00～

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

#6 MF 北龍磨 KITA RYOMA
1998.4.16 / 京都府 出身 / 175cm / 72kg　
経歴：興國高校 － 関東学院大学

#31 MF 鬼島和希 KIJIMA KAZUKI
1998.8.29 / 千葉県 出身 / 176cm / 68kg　
経歴：柏レイソルU-18－ 順天堂大学

今年からプロの世界に足を踏み入れた同期でもあるMF北龍磨とMF鬼島和希は、同じボランチを主戦場としているライバル同士。
互いの実力を認め合い、プライベートでも仲良しな知られざる二人の関係性に迫ってみた。

Q：北選手が18試合、鬼島選手が10試合に出場しています。ルーキーとして迎えた
ここまでを振り返ってみていかがですか。
北：僕はキジとは違って攻撃的なボランチだと思っているので、出場数の割合と比べ
た時に、ゴールやアシストといった数字をもっと残せないといけないと感じています。
最初よりもできている部分はありますが、本来出せていたものを出せていない部分
もありますし、ピッチの雰囲気やレベルでも力不足というのを感じています。 
鬼島：僕は攻撃に特化した選手ではないので、自分とボランチを組んだ選手がプレー
しやすいようにすることを意識しています。ただ、自分の方が良い位置にいるときに
はもっと自分のポジショニングを確立し、まだまだ肉体的に勝てていない部分もある
ので、そこはもっとやらなければいけないと感じています。
Q：大学の頃と比較してプロに入ってから差を感じましたか？ 
北：球際でのフィジカルコンタクトのレベルはやっぱり高いです。スガくん（菅井拓也）
とかを見ていても単純なフィジカルの強さだけでなく、体を当てるタイミングの経験
値も高い。セカンドボールを拾う時に「体を少しだけぶつけているな」とか鬼島ともそ
ういう話をしていました。ちょっとした差がすごく大きいと感じています。
鬼島：大学ならマイボールにできない場面でも相手がミスしてくれる部分がありまし
たが、対戦相手もミスが少なくて、一つのプレーでゲームの流れが変わってしまうと
いうのを感じることが多いです。
Q： そういう経験を経て取り組み方に変化はありましたか？
北：筋トレは大学の頃よりもやるようになりました。あとは守備の部分も練習からか
なり意識するようになりました。失敗してもいいからできるだけインターセプトを狙う
ようにしたり、ぶつかるタイミングや予測の部分はかなり意識してやっています。
鬼島：僕も筋トレですね。大学の頃は全く筋トレをしてこなかったので、取り組み方は
変わりました。ただ球際は、勝手に意識できるようになってきているので、成長を感
じています。 
Q：お互いのことを選手としてどのように見えていますか？
北：鬼島は良い選手ですね（笑）。僕の隣にいてほしいタイプのボランチです。自分が

PickUp player!! 

試合に出ていないときは、どういう意図でプレーしているのかをよく見ています。
やっぱり同じボランチなので共感する部分は多いです。あとは自分よりも守備の強度
が高いので、ライバルでもありながら参考にしている部分もあります。「あのプレーは
こうした方が良かったんちゃう？」とかを平気で言い合える仲なので、僕は良い関係
性だと思っています。
鬼島：あまり仲は良くないですけど…（照）。僕もほとんど同じですね。嫌な顔ひとつ
しないで聞き入れてくれるし、トゲのある言い方をしないので、僕も聞き入れやすい
です。本当に良いライバルだと思っています。前にプレーする力はチームの中でも高
い方だと思うので、そこは見習わなければいけないと感じています。性格的にもコ
ミュニケーションをいろんな人と取れるので、そこも大きいと感じています。
Q：いずれはボランチを一緒に組みたいという思いも強いのでは？
北：それは、最初から結構言っています。（J3第21節の）八戸戦で僕がスガくんと交
代してちょっとだけ一緒に出られたんですが、まだ信頼して起用してもらえている訳
ではないので、今年中に達成したいという思いはあります。
鬼島：僕も全く同じ思いですね。
Q：残り5試合とルーキーイヤーも佳境。残りのシーズンへの抱負をお願いします。 
北：今年中に得点は取りたい（J3第24節鹿児島戦でプロ初得点を記録）ですし、ア
シストもまだ１つなので、もっと増やさなければいけないと感じています。自分でも
“成長したな”と思えるシーズンにしたいので、一日、一日のトレーニングからこだ
わっていきたいと思います。
鬼島：今シーズンやってきて足りない部分がたくさん見えたので、その課題を解決で
きたところを試合で見せられなければできたことにはならないと思っています。より
前にプレーする部分や球際で負けないところで克服できたところを証明できるよう
に、練習から出場機会を得るためにやっていきたいです。あとは、累積やケガなく、今
年中に二人でボランチを組めたらと思っています。 
Q：二人が先発で同じピッチに立つ日を楽しみにしています。
北・鬼島：頑張ります！！ 




