
DF #38

濱 託巳
Takumi Hama

5/4wed
第8節

13:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場

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。

VS
Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style

ＡＣ長野
パルセイロ

スペシャルマッチ

Matchday Programme vol.04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
【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

昨シーズ
ン成長を

加速させ
、

芽生えた
心境の変

化と

ボランチ
挑戦への

思いに迫
る！！
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記入所
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チケット売場 グッズ売場

J3RANKING

（2022年4月30日 現在）
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松本山雅ＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
いわきＦＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
ＦＣ今治
テゲバジャーロ宮崎
カマタマーレ讃岐
カターレ富山
藤枝ＭＹＦＣ
アスルクラロ沼津
ギラヴァンツ北九州
愛媛ＦＣ
ＦＣ岐阜
ＳＣ相模原
ガイナーレ鳥取
ヴァンラーレ八戸
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜

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。

※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! >>>

 HOME GAME SCHEDULE

5/15sun 13:00
第9節

愛媛ＦＣ

6/12sun 13:00
第12節

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜

新型コロナウイルス感染の影響で延期となっていたJ3第4節・ヴァンラーレ八戸戦の日程がスライドしたことで直近のリーグ戦は、アウェイでの3連戦となっていたアスルクラロ沼津。ま

たその間には天皇杯出場を懸けた藤枝市役所サッカー部との静岡県予選も戦っており、長距離移動を強いられた上に厳しい過密日程、さらには佐藤尚輝や染矢一樹など怪我人も多

数いる苦しい台所事情も重なって極めて厳しい環境下に置かれていた。

それでも第4節・八戸戦（2◯0）では、荒れたグラウンド状況という外的要因も乗り越えて昨年7月から遠ざかっていた敵地でシーズン初勝利を飾り、静岡県予選も北龍磨のPKでの得点

を逃げ切って1-0で勝利と2017年以来5年ぶりの天皇杯出場にもあと一歩と迫っている。第6節・テゲバジャーロ宮崎戦（1●2）と前節の松本山雅FC戦（0●1）も勝ち点こそ逃したが、

粘り強い戦いぶりは継続できている。厳しい日程が続く今節はホームで再び勝利をもぎ取り、そして過密日程最後のゲームとなる8日の天皇杯静岡県予選決勝・藤枝MYFC戦への活力

剤にしたいところだ。

シーズン前から強化ポイントに挙げてきた守備面は、試合を重ねていくごとに着実に積み上げてきたことでメンバーの入れ替わりがあっても安定した戦いぶりを見せている。今井雅隆

監督も、「失点していないことが大きい。我慢強く戦えるようになってきているのが今だと思う」とチームの成長ぶりを口にする。ただ前節・松本戦は、第2節以来の無得点。特に前線から

の守備で高い位置でボールを奪えず、ショートカウンターという”得点パターン”を思うように作り出せなかったことが大きな要因だろう。その中で奮起を期待したいのがアスルのFW

渡邉りょうだ。松本戦の後半にはボールを動かしながら相手の守備スライドのギャップを突いて決定機も訪れたが、この千載一遇のチャンスを活かせなかった。ここまで攻守で躍動あ

る姿を見せてきた背番号10には、前節の悔しさを晴らすゴールを期待したい。

対するは、J3開幕から4勝2分1敗で5位と好スタートを切っているAC長野パルセイロ。4月最初の2試合は1分1敗と勝ち切れない時期が続いたものの、第6節・Y.S.C.C.横浜を1-0で下

すと、前節の鹿児島ユナイテッドFCとの”上位対決”では、試合序盤に先制されながらも、後半に6分間での逆転とホームで意地を見せて、シーズン初の連勝中と勢いに乗っている。

今シーズンから昨年までY.S.C.C.横浜を率いていたシュタルフ悠紀リヒャルト新監督を迎え、自分たちでコントロールしながらゲームを支配する攻撃的なスタイルに変貌を遂げている

が、ここまでは成績も伴っている。特に前節も2ゴールの活躍を見せたMF森川裕基は、早くもキャリアハイに並ぶチームトップの3得点を記録している。波に乗っている背番号16を抑え

ることがアスルDF陣には求められることになるだろう。

azul
claro

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

��:��
��:��
��:��
��:��
��:��
��:��
��:��
��:��

��：��頃
��：��頃
��：��頃

全力ステージ

●��：��～

●��:��～
峯松ゆきと小沢かづとの全力！音楽！あそびフェス！

選手トークショー

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���円

【ippai】
豚骨ラーメン ���円

【RECANTO】
みしまコロッケ ���円

【毎日牧場】
ハンバーガー���円

【JET KITCHEN】
オムライス ���円

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

【金賞受賞 幻のから揚げ 沼津本店 】
幻のから揚げ ���円～

【うみゃあもん工房】
富士山はんぺん �枚���円

【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円

【れっどぱーる】
紅ほっぺスムージー ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん ���円
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Aバンデロール
B雅心苑
C愛鷹健康野菜販売
DELFIE GREEN
Eトミヤコーヒー
F観音温泉
Gスマートフェンシング
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

2022シーズンFP2NDユニフォーム注文開始!
アスルグッズを身につけて、スタジアムで応援しよう！

DF #38
濱 託巳

●1996.9.11生まれ
●静岡県焼津市出身
●O型
●174cm / 70kg

●選手経歴
  藤枝明誠高校 
－ 新潟経営大学

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。

【Luce】
国産苺サンド ���円

Q：26試合出場とキャリアハイを更新した昨シーズンはどのようなシーズンになりましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
これまでで一番試合に出られたことが何よりも良かったことだと思います。

Q：出場を続けていくことで感じていたものはありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
急に起用されて入ってもチームの流れやずっと出てきた人たちが築いてきたものがあるので、そこに入る難しさが最初はありました。ただそれも年
間通して絡めたことで気持ち的に楽になれました。

Q：精神的に楽になれたことでプレーも変わりましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
考え過ぎても良くないと思いました。自分が思って決断して、ダメならそこで修正すれば良いと割り切れるようになりましたし、やらないことには何も
始まらないことを痛感しました。プロ１、2年目は人に動かされてばかりで、一番年下だったので、自分の考えをあまり発信できなかったですね。

Q：自分の意志を伝える機会も増えましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自分の考えを伝えないで閉じ込めても気持ちは晴れないので、今の若手たちもそう感じていると思います。そういうのを間近で見てきて、自分も『こ
んな感じだったんだな』と感じたので、『これじゃダメなんだな』と思いました。昨シーズンは本当に勉強ばかりの1年でした。

Q：昨年からサイドバックだけでなく、ボランチをやる機会も増えましたね？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ボランチとサイドバックからの目線は全然違います。ボランチを経験できたことでサイドバックをやった時に『ここにいてくれれば、助かるな』という
ところが掴めました。その経験はすごく良かったと思っていますし、自分の中でプレーの幅も広がりました。『ここにいて欲しい』というのを指示で伝
えられるし、『（味方のサイドバックが）ここにいてくれれば楽だな』というのがわかることですごく良かったと感じています 。

Q：そして今年はボランチでの出場がより一層増えていますね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐々に慣れてきていますけど、まだまだなので日々成長という心意気で頑張っています。恐らくシーズンが終わっても自分の理想には届かないと思
いますけど、そこにどれだけ近づいていけるかが全てだと思っています。

Q：それだけ目指している目標が高いということですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正直、今もある程度不安がある中でプレーしています。ただそれが自分の中ではうまくいっている要因だと感じているところもあります。まだ自分の
中では理想のボランチというのが明確になっていませんが、自分なりのボランチ像を作っていきたいので、そのために今は模索している感じです。

Q：自分の特徴をボランチでどう発揮しようとプレーしていますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
守備でのボール回収や球際のところは負けたくない思いは強いですし、逆にそこで奪い切れれば、攻撃へのチャンスになります。その１対１のバトル
で負けないことを常々意識していますし、良い守備から良い攻撃へと勢いを伝えられるように心がけています。

Q：最後に今シーズンの目標と意気込みを聞かせてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
昨年も5得点・5アシストという目標を持っていましたけど、結果的には3得点・3アシストでした。やっぱり最低でも5つ以上は結果を残したいです。た
だ昨シーズンは色々なことを吸収できたので、より一層今年はやるしかないと思っています。どんどん積極的にチャレンジしていきたいです。

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

��：��～ スタート！

詳細はグッズ売場にてお尋ねください！

・ＦＰ2NDユニフォーム（半袖）：15,400円（税込）
※会員割引対象外 ※本体代のみの価格となります。

【ネーム＆ナンバー入り】
●ナンバー＆ネーム（1桁）
   18,700円（税込）
●ナンバープリントのみ（1桁）
   17,160円（税込）
●ナンバー＆ネーム（2桁）
   20,460円（税込）
●ナンバープリントのみ（2桁）
   18,920円（税込）

VS Team ＡＣ長野パルセイロ


