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PENALTYスペシャルデー

Matchday Programme vol.02

3/27sun
第3節

13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場

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、��.�℃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。

【応援スタイル】 ◆禁止事項◆
・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。

・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。

各種SNS・HPは
こちらから!

【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／マレーシアヤクルト／サイゴンFC

【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】PENALTY／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／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／株式会社長野製作所／医療法人社団幸俊会 南一色セントラル内科
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／サイゴンFC

【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
サイゴンFC

【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

OFFICIAL PARTNER

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!!

左 記 の Q R コ ードを 読 み 込 む か 、「 A p p 
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。

ＦＣ岐阜VS
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Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style
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関係者受付

総合案内所

全力ステージ

メインスタンド
入場口兼再入場口

チケット売場

Q：今年もキャプテンを任されました。どのようにチームを引っ張っていきたいですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
このサッカー界の年齢構成は、側から見たら同年代と思うかもしれませんが、チーム内でも結構な世代間があります。コミュニ
ケーションの取り方や育ち方をとっても僕らの頃とは違うものがあるので、伝え方やタイミング、言葉は気をつけるようにしていま
した。ただそれを今年はやめようと思いました。

Q：それはなぜですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
これまでは（チームメイトに）気を遣っていたと思います。もちろん間違っていることは正しく伝えなければいけないし、できている
ことやよくなっていることは褒めてあげることは必要です。ただそのメリハリをつけながらやっていきたい。自分の感情も大事にし
たいと思っています。もともと感情を表に出さないキャラクターですが、最近は自分の中で両面を持てるようになってきたと思い
ます。伝えるべきことを言わないことでどうしても若い選手も自分自身も甘えが出てしまう。それをしっかりと伝えることで自分自
身にも（高い基準で）目を向けられると思っています。若い選手は捉え方次第で変わってくると思いますが、かといってそこを気に
し過ぎてもダメなので言うべきことはしっかりと伝えていきたい。

Q：それはキャプテンとして若手への接し方を試行錯誤してきた去年の経験が繋がっているところが大きいですか？　　
もちろん考え過ぎなのかもしれませんが、去年と同じではダメだと思っている気持ちが大きいので、変化を恐れず、良くなっていきた
いと思っています。去年のしんどいシーズンでの経験を無駄にしたくないと思って（このクラブに）残っていますし、今年楽をしてしまっ
たら去年が本当に意味ないものになってしまうと思うので。去年の（失敗を）糧にして自分の考えを変えていきたいと思っています。

Q：昨年もキャプテンとしてチーム内の意識を引き上げるところを努力していましたが、今年のチームの意識に変化は感じていますか？
非常に声を出して、自分から話にきてくれる選手が多くなったと思いますし、練習に来る時間や終わった後に何をするのかという
部分でも自分で考えながらやっている選手はいます。僕自身も若手が多い中で３０歳になっても負けられない意識でやらなけれ
ばいけないし、自分でもまだまだ若いと思っているので若さに負けないようにと思っています。

Q：クラブにとってもすごく重要なシーズンになる今年にかける思いを聞かせてください。　　　　　　　　　　　　　　　
去年と同じではダメだと思っています。チームの雰囲気にしろ、自分自身にしろ、チームの日頃の行いにしろ、去年と同じままなら
同じ結果になってしまうので、それは常日頃、昨日よりも今日、今日よりも明日と意識しています。何よりも今年は少しでも良い試
合をしたいです。まだ観客の皆さんは声援を送れませんが、スライディングしたり、走ったり、戻ったりというのに必ず拍手をいた
だけるので、その拍手の量を多くいただけるようなところを目指したいと思っています。 

J3RANKING

（2022年3月20日 現在）
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福島ユナイテッドＦＣ
松本山雅ＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ
ＦＣ岐阜
テゲバジャーロ宮崎
ＡＣ長野パルセイロ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
いわきＦＣ
カマタマーレ讃岐
カターレ富山
ＦＣ今治
ＳＣ相模原
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
ギラヴァンツ北九州
ヴァンラーレ八戸
愛媛ＦＣ
ガイナーレ鳥取
アスルクラロ沼津

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。

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

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。

あなたの加入がクラブの
血となり肉となる!

今すぐDAZNメンバーになろう! >>>

4/10sun 13:00
第5節

ギラヴァンツ
北九州

 HOME GAME SCHEDULE

5/4wed 13:00
第8節

ＡＣ長野
パルセイロ

　ホーム開幕戦となった前節は、福島ユナイテッドFCに０-5で完敗。2022年シーズンの船出は、開幕から連敗スタートと極めて厳
しいものとなった。内容では手応えを感じることができていた相模原戦とは対照的に、チームのパフォーマンスという観点でも多く
の課題を露呈した福島戦。この短期間で修正すべきポイントをいかに明確にしながらチーム一丸となってこのショックから立ち直
れるか。「日々の過ごし方とトレーニングによってここからどう沼津が変われるかに関わってくる。自分達で危機感を持ちながら気持
ちを切り替えてまた顔を上げて改善点に逃げずに取り組んでいきたい」（染矢一樹）とリバウンドメンタリティーが問われる。
　福島戦では、今季新たにトライしている[4-3-3]でスタートしたものの、アンカーの菅井拓也と、インサイドハーフの鬼島和希と濱
託巳で構成する中盤のトライアングルで良い距離感を作り出すことできず、ビルドアップでの不安定なミスが多発。「イージーなミス
が続いてしまって相手にいけると思わせてしまった」（染矢一樹）。この反省を活かすためにも試合序盤のゲーム運びとビルドアップ
の安定を取り戻すことが改善ポイントだろう。
 その点、前半途中から今季初めてリーグ戦のピッチに立った瓜生昂勢が見せたパフォーマンスは収穫だ。ベンチから冷静に分析し
ていた情報をもとにうまくスペースを見つけながら味方を的確にサポート。この味方を助ける動きが増えたことによってチーム全体
が落ち着きを取り戻し始めた。相手の出方に応じて臨機応変にプレーを変えていける柔軟な発想力もある。ここまで先発のない背
番号7にとって大きなチャンスが訪れている。
　対する岐阜は、開幕から1勝1分と上々のスタート。元日本代表の柏木陽介を獲得した昨季に続き、今季も浦和レッズから宇賀神
友弥やヴィッセル神戸から田中順也など豪華な戦力を揃え、J2復帰への本気度も伺える。その中で前節・愛媛FC戦は、2017年から
2年間沼津でプレーしていたFW畑潤基が2得点で勝利の立役者に。ネームバリューのある個性派集団の中でいぶし銀の活躍を見
せる背番号39も抑えるべきポイントとなるだろう。
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SCHEDULE

アスルキッチンオープン・ブースオープン
ファミリー会員先行入場
ゲート開場
ピッチ内ウォーミングアップ開始
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
ハーフタイム
後半キックオフ
試合終了
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全力ステージ

●��：��～

●��：��～
JEWELS

選手トークショー

アスルキッチン

【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

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

【NEW YORK VENDYS】
チキンオーバーライス ���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

【金賞受賞 幻のから揚げ 沼津本店 】
幻のから揚げ ���円～

【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん ���円
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Aチキンハウス
Bバンデロール
C雅心苑　
D愛鷹健康野菜販売
Eツチヤ　
F第一生命　
GPENALTY
Hベアードビール 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。

イベントブース AZUL
GOODS

新グッズ登場!!

・アクリルフィギュアスタンド ¥800（税込）
・ユニ型キーホルダー  ¥800（税込）
・缶バッチ ¥300（税込）

推しの選手を見つけて、
全力応援をお願いします！

アスルグッズを身につけて、
スタジアムで応援しよう！

自閉症啓発

JEWELSショー

��：��～
スタート！

PENALTY製マスク
サイズ：S/M/L
カラー：ブルー/ブラック
一般：¥1,500（税込）
会員：¥1,300（税込）

全選手対応

MF #15
菅井 拓也
●1991.8.2生まれ
●宮城県出身
●A型
●170cm / 67kg

●選手経歴
  聖和学園高校 
－ 仙台大学 
－ ヴァンラーレ八戸

お得なシーズンパス
販売中！

チケット売場にて販売！

《S席》

《A席》

《小中高》

●一般：２９，０００円　
●ファミリー会員：２３，５００円　
 
● 一般：２２，０００円　
●ファミリー会員：１８，０００円
 
●５，０００円
※ファミリー会員割引はございません。


