愛鷹広域公園多目的競技場
Design by WU-style

第2節

13:00 KICK OFF

3/19sat VS

ドしてください。

原点回帰の”全力アスル”のプライドを示せ！！

各種SNS・HPは
こちらから!

真価が問われる新シーズンの幕開け。

【Oﬃcial Kits】
スルガ銀行株式会社／株式会社明電舎
【Wear Supplier】PENALTY
【Training Wear】株式会社エイディーディー／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／株式会社時之栖／株式会社ル・グラン
沼津信用金庫／滝野川自動車株式会社／株式会社富士山ドリームビレッジ／雄大株式会社
【Suit Supplier】山本被服株式会社
【Bibs】株式会社イータス
【Bench Banner】富士酸素工業株式会社／株式会社ル・グラン
【Home Town Wear】
ららぽーと沼津
【Back Stand Gate Banner】ダイハツ沼津販売株式会社
【Main Stand】PENALTY／山本被服株式会社／株式会社東京ウエルズ／株式会社時之栖
【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／株式会社コサウェル／米久株式会社／株式会社沼津松長トラスト
株式会社ＮＮＨ／株式会社マキヤ／山田車体工業株式会社／近藤鋼材株式会社／株式会社マイナビ 静岡支社沼津支部／株式会社関建業
赤武エンジニアリング株式会社／三和エンジニアリング株式会社／沼津ヤナセ株式会社／株式会社日弘商会／協進フルマーク工業株式会社／不二運輸株式会社
株式会社サトウ商会／滝野川自動車株式会社／キリンビバレッジ株式会社 静岡支社／SOL整形外科スポーツクリニック
【Referee Bench】沼津信用金庫
【Entrance Gate】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／有限会社エイチ・エスシー／窪田運輸株式会社
【Sandpit Banner】株式会社チキンハウス青木養鶏場／株式会社エクセルジャパン／富士エナジー株式会社
【Behind The Goal】株式会社イワサキ経営／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／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／株式会社二十一世紀／有限会社アヴァンス／株式会社電業社機械製作所
SETTES AUTOMOTIVE／キャリア教育マネジメント株式会社／プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!／株式会社ブシロード／有限会社金子電子工業
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／株式会社特電／株式会社エルムジャパン
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／静岡東部医療専門学校／株式会社近藤商店／株式会社シンク・ファン
株式会社長野製作所／医療法人社団幸俊会 南一色セントラル内科／有限会社宮内製作所／伊豆箱根鉄道株式会社／株式会社ふじよし／小林園株式会社
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／株式会社山口製作所／株式会社くるまや
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／システムブレイン株式会社／コンサルティングサポートサービス／株式会社シー・エヌ・シー
【Back Stand Banner】株式会社植松グループホールディングス／T-LIFEパートナーズ株式会社 静岡支店／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／株式会社アルファ／カノガワ自工有限会社／ＳＢＳマイホームセンター株式会社
有限会社ＦＵＮ／エバーコネクト株式会社／株式会社大成工務店／Ａ－１スポーツクラブ長泉／株式会社木村鋳造所／株式会社日本ネオライズ／平電機株式会社
【Stretcher】後藤外科医院／あそうクリニック
【Ball Stand】株式会社セラ ほどほど満足 住吉沼津本店
【Mt. Fuji Cone】株式会社染めQテクノロジー
【Azulport Partner】沼津市／丸一化成株式会社／株式会社富士山ドリームビレッジ／株式会社ゴトー／太平洋ADCフォルテ株式会社／株式会社望月商事

福島
ユナイテッドＦＣ

Play」のバッジを
Store」
または「Google

タップして
「COCOAR」アプリをダウンロー

OFFICIAL PARTNER

Matchday Programme vol.01

【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。

左 記 の Q R コ ードを 読 み 込 む か 、
「App

・手すりへの腰掛け、足掛け、身の乗り出し、
【スタンド】
またがりは禁止といたします。
・ビジター席を開放いたします。
・傘(日傘を含む)を差してのご観戦はできません。
・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。

【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

表紙を読み込むとARで動画が見れる!!

【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、��.�℃以上の場合は入場をお断りします。
※��.�℃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。

無料ARアプリ
「COCOAR（ココアル）」

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

クラブとしてのプレーモデルを構築しながらチームスタイルの変革に挑戦してきた今井雅隆体制での2年間。
もちろん結果だけを

アスルキッチン

見れば、理想通りの成長曲線を描けていない険しい道のりを歩んできているが、14位に終わった昨季も昇格争いをするような上位
に対しても持ち前のチャレンジャー精神でゲームの主導権を握りながら互角以上に渡り合う試合自体は多く、
「やろうとしているこ

azul claro

とに対する理解力は上がっている。沼津のサッカー選手として同じイメージを共有できる選手が増えたというのは感じている」
と指
揮官も選手たちの成長ぶりを語っている。

関係者受付

だからこそ3年目を迎える今季は、
いかに結果に繋げられるか。
ここが問われている。
そのためにプレシーズンでは、昨季終盤の課
オプションも増やし、各ポジションの選手に与えられている役割を明確にしてきた。
その中で今季から副キャプテンに就任した佐藤

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���円

【ippai】
豚骨ラーメン ���円

【JET KITCHEN】
オムライス ���円

【Luce】
国産苺サンド ���円

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

【RECANTO】
みしまコロッケ ���円

【うみゃあもん工房】
富士山はんぺん �枚���円

【まるかわ製茶】
煎茶 ���円～�,���円

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

尚輝は、
「去年のリーグ戦みたいに
『やられそうだな』
という時にやられる感覚は無くなってきた。
そこは大きい」
と手応えを口にする。
今季もアスルらしい“挑戦者”として堅守をベースにいかに粘り強く、継続できるかが最大のポイントだ。
また戦術理解という側面で大きなアドバンテージがある昨季までの主力をベースに、
プラスアルファとしてJFLのFC大阪から獲得
したセンターバックの附木雄也は、持ち味の対人能力はもちろん、左足のひと振りで局面を変えられる“飛び道具”も武器で攻守両
面での貢献に期待がもてる。
さらにサイドバックの前川智敬やトップ下の河田稜太といった大卒組の二人に加えて、高卒ルーキー
の遠山悠希は、2月末のU-19日本代表合宿にも選出されている有望株。
「フィジカルも高校生が持っていないくらいのパワーを持っ
ているし、
メンタリティーも良くて闘える」
と指揮官からの期待も大きい。
チーム内競争の活性化を促す若手の台頭が上位に躍進し
ていくためには必要不可欠となるはずだ。

アスル キッチンゾ ーン

アスルクラロ沼津の
真価が問われる
新シーズンが幕を開ける︒

題でもあった守備の改善に取り組んできた。昨季までの[4-4-2]の3ラインで構えるゾーンDFをベースとしながら[4-3-3]といった

総合案内所
チケット売場

Ⓗ
●

メインスタンド
入場口兼再入場口

全力ステージ

またオフ・ザ・ピッチでは、
ホームスタジアムでもある愛鷹広域公園多目的競技場の照明問題に直面。J参入後最大の危機を乗り越
えようと、
クラウドファンディングや寄付金、企業版ふるさと納税を募りながらクラブ一体となって立ち向かっている最中だ。
クラブ

Ⓐ
●

在籍最長の染矢一樹は、選手としての立場からこう力強く語る。
「劣勢な時こそ人間性が問われる。
それでも応援してくれる人がいて
結果がどうであれ、
プロ選手として最後まで闘って終わった時に胸に響くものがあったなと感じさせたい。最後まで闘えるチームで
ありたい。
それを自分は全試合で約束できる」。今年掲げたスローガンは、原点回帰の“全力”。静岡県東部地域のすべての思いを背

グッズ売場

Ⓑ
●

負い、“全力アスル”のプライドを証明してくれるに違いない。

●
Ⓔ
Ⓕ
●
●
Ⓒ
●
Ⓖ
Ⓓ
●

【金賞受賞 幻のから揚げ 沼津本店 】 【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円
幻のから揚げ ���円～

��：��～
スタート！

待ちに待った新シーズンの幕開けは、敵地でJ2から降格してきた相模原SCと対戦。前半序盤こそは、相手に決定機を与えてしま
い、相手の質に劣勢な時間帯が続いたものの、次第にボールを握る時間帯を増やしてゲームを優位に進めていく。
しかしその矢先に

VS
Team

セットプレーから失点。特に後半は、完全に沼津ペースで試合を進めることができていただけに、
１つのセットプレーに泣く結果と
なってしまった。
しかし、
このプレシーズンを通じて準備してきたことをピッチ上で表現できたことを踏まえれば、開幕戦で掴んだ感触は悪くない。
試合後に今井雅隆監督も
「トレーニングマッチを含めながら準備してきたことをチームで表現してくれた、良い滑り出しのゲーム

福島
ユナイテッドＦＣ

だった」
と語っており、今節はこの手応えを結果に繋げたいところ。
また相模原戦では、
プレシーズンから別メニューが続いていた渡邊りょうが66分から途中出場で復帰を果たせば、高卒ルーキー
の遠山悠希も74分から出場して念願のプロデビューを飾った。今節迎える福島戦のメンバー入りを勝ち取るために、更なるチーム
内競争にも期待ができそうだ。特に昨シーズン終盤、離脱が続いていたアスルのエースがこのシーズン序盤に帰ってこられたことは
大きなプラス材料だろう。
対する福島は昨シーズン、
クラブ最高順位の5位フィニッシュ。一時期は首位に立つ時期もあり、J2昇格争いをする充実のシーズ
ンを過ごした。
ただ今シーズンは、
ジュビロ磐田でヘッドコーチを務めていた服部年宏監督を迎え、
さらには日本代表の鎌田大地の
弟でもある鎌田大夢やトカチといったエース格の選手が移籍。
チームとしては大きな改革を図っている。
それでもFC今治との開幕戦は、前半に樋口寛規がPKを沈めた虎の子の1点を守り切って１０での完封勝利。新体制でも好ス
タートを切っているだけに侮れない相手だ。
また昨シーズンまでモンテディオ山形からの期限付き移籍で加入していた高橋潤哉は
開幕から１トップでスタメンを掴んでおり、
この古巣対決に注目は集まる。
ボールキープ力に長けたパワフルなストライカーに仕事
をさせないためにも、
その特徴をよく知るDF陣の粘り強い対応はポイントになるだろう。

イベントブース

AZUL
GOODS

明治安田生命
富士酸素工業

新グッズ登場!!

アスルグッズを身につけて、
スタジアムで応援しよう！

ツチヤ

セッツオートモーティブ
バンデロール
チキンハウス

来

場者

プレゼン

ト

各入場ゲートにて
合計1,000名様に

JT/第一生命

『のっぽパン』
を
プレゼント！

ベアードビール

※数には限りがございます。
予めご了承ください。

※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。

全選手対応 ユニ型キーホルダー

2022シーズンはサポーターナンバー１２も！
￥８００(税込)

全選手対応 缶バッチ

コレクションしやすい4cmタイプ。
￥３００(税込)

LEADS TO THE OCEAN〜海につづくプロジェクト〜

みんなで試合後のスタジアムをキレイにしよう！！
試合終了後、全力ステージ付近にお集まりください。
※活動時間は約��分です。

Writing by 森 亮太

J3 RANKING
SCHEDULE

HOME GAME SCHEDULE

��:��

3/ 27sun 13:00

第3節

4/10sun 13:00

第5節

ギラヴァンツ
北九州

ファミリー会員先行入場

��:��

ピッチ内ウォーミングアップ開始

��:��

ＦＣ岐阜

��:��
��:��

あなたの加入がクラブの
血となり肉となる!

��:��
��:��

DAZNへの加入金の一部がチームの強化費として使われます。

今すぐDAZNメンバーになろう! >>>

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

アスルキッチンオープン・ブースオープン

��:��

メインゲート開場

ピッチ内ウォーミングアップ終了
審判団・両チーム選手入場
写真撮影・コイントス
前半キックオフ

��：��頃

ハーフタイム

��：��頃

試合終了

��：��頃

後半キックオフ

［ハーフタイムショー］

飯田徳孝さんライブ
藤木由貴さんトークショー

全力ステージ

●��：��～
藤木由貴さん 全力応援マネージャー就任式
●��：��～
飯田徳孝さんライブ

●��：��～
三ツ沢グッチさんＪリーグクイズ

●��：��～
����シーズン アスルクラロ沼津ダルマお披露目
●��：��～
選手トークショー

�. 藤枝ＭＹＦＣ
�. ＡＣ長野パルセイロ
�. テゲバジャーロ宮崎
�. 松本山雅ＦＣ
�. カターレ富山
�. 福島ユナイテッドＦＣ
�. ＳＣ相模原
�. いわきＦＣ
�. 鹿児島ユナイテッドＦＣ
��. Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
��. ＦＣ岐阜
��. カマタマーレ讃岐
��. 愛媛ＦＣ
��. アスルクラロ沼津
��. ＦＣ今治
��. ヴァンラーレ八戸
��. ギラヴァンツ北九州
��. ガイナーレ鳥取
（2022年3月13日 現在）

