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。

・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
・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

Matchday Programme vol.06

株式会社ミートユーpresents

アスルクラロ沼津サポーター全力応援

【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。

ホル衛モンスペシャルマッチ

OFFICIAL PARTNER
【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／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／株式会社ＷＡＴＳ－progress／株式会社facil
【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／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／太平洋ADCフォルテ株式会社／株式会社望月商事
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第12節

13:00 KICK OFF

愛鷹広域公園多目的競技場
Photographs by Toshiro Suzuki

Design by WU-style

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.
横浜

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 、
「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。

azul
claro

アスルGK対談〜守護神にしか分からない気持ちがある〜

ルーツも、年齢も、性格もバラバラな3人の守護神がどんなキャリアを歩み、
どのようなGK論を語るのか。
3人に対談インタビューで迫った。

●
Ⓐ
Ⓑ
●
Ⓒ
●
Ⓓ
●

Q1：これまでにGKとしての苦労や挫折はありましたか？
三井：キーパーの練習は、連続的にやるキツさがありますね。筋力や持久力を上げなければいけないから、
そこが１番きつくて嫌なところですね。
野村：１番キツいのはメンタルじゃない？ポジション柄自分一人では打開できない歯痒さを未だに感じる時はあります。
身体的なきつさは、終わりがあ
ることなので頑張れますけど、正解のないメンタルは、
自分一人じゃどうにもできないチームスポーツの性を感じることが多いと思います。
武者：みっちゃん
（三井選手）
が言ったように練習はフィールドよりもきついし、試合よりも
（身体的に）
きつい。
ただノムくんが言ったメンタルは、試合の
方がキツイ。
負けた時が１番キツイですね。GKっていつも後悔があって、
パーフェクトなゲームってないと思っています。絶対１個の判断ミスはあ

Q2：メンタル面のキツさを普段はどう乗り越えていますか？
武者：僕の場合は、考えても仕方ないし、考えれば考えるほどわからなくなってしまうので、
とにかくリフレッシュすることですね。
自分の好きなことをし
たり、
サッカーから一度離れます。
野村：俺は、
練習するしかないと思いますね。結局、
リフレッシュしてもサッカーのことはサッカーだし、
サッカーでなんとか持ち直すようにしています。
武者：結局はそうですよね。

GK #1

野村 政孝

三井：僕はそもそも考えることがないですよね。

こない。
あのようにしておけばよかったと思っても戻れないので、昔から、
キーパーにも絶対に止められないボールはあるし、
それを決められて負
けた時にあのようにしておけばよかったじゃなく、
フィールドが打たせてなかったらシュートは入らないでしょというのを持てと言われていたの

2001.5.7生まれ
●愛知県出身
●188cm / 85kg

選手経歴
名古屋グランパス
U-18（2種）
− 名古屋グランパス

選手経歴
北海道大谷室蘭高等学校
− 関東学院大学
− いわてグルージャ盛岡

Ⓚ
●
チケット売場

Ⓙ
●

グッズ売場

総合案内所

Ⓘ
●

記入所

Ⓗ
●

三井：そういうのを出すと、嫌われる人には嫌われるので損することも多いんですよ。
三井：そのさじ加減がうまくできないからまだ子供だなと思ってしまいますね。
武者：俺はみっちゃんとは逆ですよ。
どっちかというと完璧主義者の方だから自分に問いかけますね。
フィールドのせいではあるかもしれないけど、
その
中にも俺にできたこともあるんじゃないかなと。
だから自分の理想にどれだけ近づけられるかを思っていますね。理想は、
ハイボール、
ビルドアッ
プ、
シュートストップ、
コーチング全てが完璧なキーパーですけど、
その全てができてこそがキーパーでもあると思っているので、
うまいキーパー
なら止められたんじゃないかと考えてしまうんですよ。
野村：それも上を目指す上では大切だと思う。
武者：俺はそっち側ですね。
野村：みんなどっちの気持ちもあるんじゃないですか。
もともとは俺も完璧主義者過ぎたから、武者の考えも実践してきたけど、
それでメンタルをやられ
た。
自分で気づいてオーバートレーニング症候群の手前で済んだ経験もある。
もちろん完封して全てを網羅したいけど、届かないシュートにこう
いうコーチングを言っておけばよかったと言っても、
その相手が寄せてくれなかったら同じ結果になってしまう。
自分の守れる範囲内で全力を出
して、その上でダメなら更に自分を伸ばせばいい。
つい先日の練習でも、
ゴール前の局面で、
キーパーのコーチングに対する比重が大きくなってしまっていた。本来チームメイトの中で守備のやり
方が浸透していれば、俺らが"過度にコーチングしなくてもいい"＝“自分のプレーに集中できる”という流れが自然とできるけど、
それがないと俺
らが必要以上に喋らなければいけない状況が生まれてしまう。
自分がやるべきことはやった上で、味方にやってほしいことや任せるところも提示
しないといけない。二人の考え方をどっちも持ってきたし、
どっちも正解だと思う。
武者：俺が割り切れるのは神コースや至近距離のシュートなら割り切れますね。
自分の中で後悔が残る失点シーンは自分よりも味方を追求しますね。
やっぱりキーパーは孤独ですからね。
野村：結局はそうだね。
キーパーにしかわからない。
自分にしかわからない。
お前なら止められたとかも自分が試合に出ていなかったら、
そのシーンが
生まれないから。
そいつ自身の現象だから、
当事者しかわからない。
そいつにとっての消化のさせ方があると思います。
三井：マジで良い話でしたね！

【れっどぱーる】
紅ほっぺスムージー ���円

【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円

【JET KITCHEN】
オムライス ���円

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

【毎日牧場】
ハンバーガー���円

【ippai】
豚骨ラーメン ���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

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���円

【NEW YORK VENDYS】
チキンオーバーライス ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん ���円

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

全力ステージ

野村：それはいいところだと思うよ！海外気質の部分じゃん。

●

●

Ⓖ
●

よかった』
と考えるけど、
内心は
『もっとやれよ』
と思いますね。

武者 大夢

1999.1.7生まれ
北海道出身
●186cm / 83kg

メインスタンド
入場口兼再入場口

三井：僕は子供だからそれをすぐに言っちゃうんですよね。

GK #45

●

Ⓕ
●

で、僕は考えてこなかったですね。

●

●

Ⓛ
●

野村：ゼロで抑えないといけないのでキーパーは完璧主義者が多いですけど、
そういう人ほどメンタルをやられるし、上辺では
『あのようにしておけば

野村：俺はそうあるべきだと思うよ。

三井 大輝

Ⓔ
●

ですね。名古屋の時に言われていたのは、
キーパーは失点した時に自分がもっとこうすればよかったと深く考えれば考えるほど、答えなんて出て

1991.6.29生まれ
東京都出身
●188cm / 84kg

GK #30

関係者受付

三井：例えば失点も、100%自分が悪いからといえば、
そうじゃない。
負けた理由が自分にあるとは思わないし、責任を半分は取ってくださいという感じ

●

選手経歴
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

Ⓜ
●

野村：そうだよな。(笑)

●

●

アスル キッチンゾ ーン

るし、
負けた試合の時こそ早く練習したいとなりますね。

��：��～ スタート！

イベントブース ��:��~

AZUL
GOODS

チキンハウス
お得なシーズンパス
バンデロール
販売中！
雅心苑
チケット売場にて販売！
愛鷹健康野菜販売
《S席》
●一般：２９，
０００円
●ファミリー会員：２３，
５００円
トミヤコーヒー
《A席》
ELFIE GREEN
● 一般：２２，
０００円
●ファミリー会員：１８，
０００円
明治安田生命
《小中高》
●５，
０００円
横浜物産展＆グッズ販売
（��:��～��:��）
ホル衛モン
第一生命
沼津市政策企画課市制100周年記念事業推進室
ベアードビール（��:��～）
LUANA COFFEE（��:��～）

※ファミリー会員割引はございません。

ＳＵＭＭＥＲ ＳＡＬＥ開催!!

日頃の感謝の気持ちを込めて一足早い、
アスルクラロSUMMER SALEを開催します。
グッズ売場周辺に特設ブースを設置しています。
数に限りがございますので、
お早めにお立ち寄りください！

詳細はグッズ売場にてお尋ねください！

ファミリー会員
になって
アスルクラロを
応援しよう！

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。

※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。

野村：お前もその中に入ってるんだよ。(笑)

（全編はホームページにてご覧いただけます）

VS Team

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜

で共通している課題は、前半の早い時間帯に失点を与えてしまっている点だ。
ただここまでの勝ちゲームの全てがクリーンシート
（無失点試合）。特に今季の強みでもある粘り強い守備
がホームゲームではより一層際立っている。3試合ぶりのホームゲームとなる今節は、無失点でのゲーム運びに期待したい。
また攻撃陣での注目は、
ここ4試合先発に定着しているブラウンノア賢信だ。静岡ダービーでは、鮮やかなカウンターから今季2点目を沈め、鹿児島戦でもスピードを武器に相手にとっ
て厄介な存在となるパフォーマンスを見せていた。特に縦への速さを追求している今季の戦い方を踏まえても背番号17は、
カギを握る存在だ。今節は勝利に導くゴールを期待したい。
対するＹ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜は、現在最下位と苦戦を強いられている。5月下旬には、仲田建二前監督が辞任し、WEリーグの初代王者に輝いたINAC神戸レオネッサを率いていた星川敬監
督を招聘。前節はJ参入初年度のいわきFCに6失点の大敗と洗礼を浴びる格好となったが、新体制での初陣となった第10節・ギラヴァンツ北九州戦では今季初白星をマーク。
まだ波
には乗り切れていないものの、
チームの立て直しを図っている最中。
そんなチームを相手にアスルには、隙のないゲーム運びを期待したい。

第15節

J3 RANKING
SCHEDULE

アスルクラロ沼津は、J3第10節で藤枝MYFCとのダービーに敗れ、前節も首位を走る鹿児島ユナイテッドFCに善戦したものの、前半の失点を覆すことができずに連敗中。
この２試合

HOME GAME
SCHEDULE

11：00〜13：00

7/ 2 sat 15:00
ガイナーレ鳥取

第16節

7/ 9 sat 16:00
カマタマーレ讃岐

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

Writing by 森 亮太

��:��

アスルキッチンオープン・ブースオープン

��:��

ゲート開場

��:��

先行入場

��:��

ピッチ内ウォーミングアップ開始
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審判団・両チーム選手入場

��:��
��:��
��:��

ピッチ内ウォーミングアップ終了
写真撮影・コイントス
前半キックオフ
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ハーフタイム
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試合終了
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後半キックオフ

※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。
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