
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
・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】
・Jリーグのスタジアムではご来場時のマスク着用は継続しますが、熱中症対策でマスクを外す場合、会話、歓声、発声を控えてください。
・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／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

OFFICIAL PARTNER

Matchday Programme vol.07

7/2sat
第15節

15:00 KICK OFF
愛鷹広域公園多目的競技場

VS ガイナーレ
鳥取

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。

MF #7
瓜生 昂勢

Kosei Uryu

Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style

スペシャルマッチ



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。

●Ⓐ

●Ⓔ

●Ⓖ
●Ⓕ●Ⓑ

●Ⓒ

●Ⓓ

全力ステージ

メインスタンド
入場口兼再入場口

記入所

総合案内所

チケット売場 グッズ売場

関係者受付

※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。

【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

【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

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���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

ア
ス
ル
キ
ッ
チ
ン
ゾ
ー
ン

A雅心苑
BELFIE GREEN
Cダイハツ沼津販売
D沼津市選挙管理委員会
E第一生命
FLUANA COFFEE
Gベアードビール

イベントブース  ��:��~

（12:50～）

（12:50～）

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

��：��～ スタート！

【金賞受賞 幻のから揚げ 沼津本店 】
幻のから揚げ ���円～

【Luce】
国産苺サンド ���円

J3RANKING

（2022年6月26日 現在）

�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.

��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.

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

※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。

SCHEDULE

アスルキッチンオープン・ブースオープン
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

●��：��～
SKYs³マジックショー

●��：��～
選手トークショー

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。

詳細はグッズ売場にてお尋ねください！

アスルコーヒードリップバッグ

ファミリー会員
になって
アスルクラロを
応援しよう！

アスルクラロが誇るレジェンド伊東輝悦選手が監修した
アスルクラロ沼津オリジナルドリップコーヒー。
リラックスしたいひと時、サッカー観戦後も味わえる酸味のある
すっきりした味わいです。
沼津の老舗トミヤコーヒーとのコラボレーションパッケージです。

伊東輝悦選手監修 アスルコーヒー
�パック入り　￥����（税込）

AZUL
GOODS

Writing by 森 亮太

前節・ＦＣ今治戦は、スコアレスドローで勝点1という結果に終わったものの、菅井拓也が第8節・ＡＣ長野パルセイロ戦以来の復帰。頼れるチーム主将が戻ってきたこと

は、明るい話題だ。また今治戦は、得点こそ奪えなかったものの、守備では長野戦以来の無失点を達成。守備の安定がベースのチームなだけに5試合負けがないホームでも

この安定感を続けたい。

そして今節ホームに迎えるのは、17位と苦しんでいるガイナーレ鳥取。ただ6月は、2勝2分と無敗で乗り越え、復調を見せているだけに侮れない。油断やスキのないゲーム

運びを期待して、ファン・サポーターの皆さんと共にホームでの勝率をさらに上げていきたい。

MF#7
瓜生 昂勢
1996.1.8生まれ/福岡県出身
A型/168cm / 65kg

●選手経歴
  筑陽学園高校－福岡大学 －ＦＣ今治
  －ヴェルスパ大分

VS Team ガイナーレ鳥取

瓜生昂勢の原点～高校時代編～

サッカー人生の中でも
心身ともに充実していた3年間

Q1：高校では、グラフが技術もメンタルも右肩上がりに上がっていますがどのような高校時代だったのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

これまでのサッカー人生の中でも一番、心身ともに充実していたかもしれないです。未だにオフの時に過ごすことが多いのは高校時代のサッカー部の仲間ですし、環境面も含め

てすごく充実していました。中学３年間での自分を見てくれて、筑陽学園高校に呼んでくれた監督にはめちゃくちゃ感謝しています。技術的にもスピード感も中学と高校では全然

違いますが、その中でも下級生の頃から試合に使ってもらったことに感謝しています。   　　

この時期にアンダー世代の日本代表に選ばれて、そこで吉武（博文）さんに出会って、技術的にも、戦術とはまた違う個人のサッカーIQの部分も、この代表活動で培ったものが

あると思います。吉武さんは、僕の１番の特徴が何かというのを「ボールを止めることだ」とはっきりと伝えてくれました。当時、パスやドリブルもそれなりにできる選手だったか

もしれませんけど、『瓜生の１番の特徴はどんなボールも止められることだ。こういう選手はそうはいない』とはっきりと言ってくれたことを覚えています。あとはめちゃくちゃ頭に

残っている言葉があって「俺に瓜生ほどの技術があればどんなスーパースターになっていたかわからないぞ」と言って貰えたこともありました。それだけあの方はサッカーIQが

高いんですよ。元々は数学の先生で物凄く頭の回転が良い方なので、そういう部分から得るものがたくさんありました。高校３年間はチームと代表活動を両立しながら心身とも

に充実していた３年間でした。

Q2：筑陽学園高校では1年生の頃からレギュラーでしたか？ 　　

当時、九州プリンスリーグに筑陽学園高校が所属していました。プリンスリーグには1年生の頃から起用してもらっていましたが、選手権は1年生の頃にメンバー入りできなかっ

たです。そこは悔しさよりも先輩たちも上手かったので、仕方ないという気持ちの方が大きかったのを覚えています。高校2、3年生と全国を目指しましたけど、2年生の頃は決勝

で東海学園に負けて、3年生の頃は準決勝で東福岡に負けてしまったので、全国に出た経験がないんですよね。

Q3：全国に出場できていないという劣等感はなかったですか？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ありましたよ。そこは父とも話し合いました。「やっぱり高校サッカー選手権はロマンがあるよね」と。でも僕は東福岡には絶対にいかないと決めていたんですよ。

Q4：それはなぜですか？　 　

東福岡が強いと言われていたので、倒したかった。そこは父親も同じ意見で、「強いところに入ることも大事だけど、強いところを倒して全国に行った方がロマンあるよね」と。そん

な感覚でしたね。中学まではより高いレベルを求めていたのに、高校では強いところを倒して選手権に行きたいという、よくわからない親子の思考だったと今では思います（笑）。

Q5：それだけ充実していた中で最も具体的に思い出に残っていることなんですか？　 　

思い出に残っているというよりも、未だに悔しい思いをしていることがあって・・・。3年生の頃に（2013 FIFA U-17）ワールドカップに出場して、その大会でゴールも決めることが

できたんですが、その期間はチームを離れていたので、チームに迷惑をかけてしまいました。しかもワールドカップの時期と選手権の時期が少し重なっていたため、福岡県予選

の日程もずれましたし、筑陽学園は１回戦が免除でした。いろんな方に迷惑をかけた分、全国高校サッカー選手権に出なければいけないと思って臨みましたが、自分がいなかっ

た期間が長かったというのもあって、精一杯やりましたが、思いの外持っている力を出し切れずに最終的に延長戦で負けてしまいました。チームを離れて代表に行ったことに後

悔はないんですが、未だに悔しさはありますね。冬になると毎年思い出します。鼻にくる冷たい冬の香りで何を思い出すかと言われれば、選手権のことですね。それはこの歳に

なっても毎年、チームメイトに対する申し訳なさと、悔しかったことを思い出します。

Q6：世代別の代表にも選ばれるくらいの実力があって、高校卒業後にプロにいく道はなかったんでしょうか。        　

僕は高卒でプロ志望でしたが、話しが一つもなかったです。もちろん、代表まで行っていたので名前は知られていたと思いますが、各チームの関係者がそう判断してその土俵に

上がれなかった。ただ、ダメなら違う道にとそこはあっさりしていましたね。ある意味、大学の4年間が自分には必要だと周りが判断したと思うので、そこは素直に受け入れること

ができました。

Q7：これまでのお話を聞いていても決して順調なキャリアを歩んできたわけではなかったんですね？　 　

全く順風満帆ではなかったです。ただ、周りからは順風満帆に見えるんですよね。「昂勢はいいよな」と何度も言われてきたし、親もそう言われていたと思います。ただ自分ではそ

う思っていなくて、どれだけいろんなことがあったか。。。だからこの世界は面白いなと思う部分もあります。

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

 HOME GAME
SCHEDULE

7/23sat 16:00第18節

ＦＣ今治
7/9sat 16:00第16節

カマタマーレ讃岐

■瓜生昂勢のサッカーグラフ

心技一体の
高校時代

転機

戦術理解UP

フィジカルUP

挫折
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技術 メンタル

昨年、ヴェルスパ大分（ＪＦＬ）から完全移籍で加入。
2年目のインタビューは、瓜生昂勢選手の歩んできた
サッカー人生の分岐点にフォーカスしました。

azul
claro

（全編はホームページにてご覧いただけます）


