
presents 近藤マッチ

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
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7/23sat
第18節

16:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS ＦＣ今治

DF #4
大迫 暁

Akira Osako

Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style

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QR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。
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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

【毎日牧場】
ハンバーガー���円

【RECANTO】
みしまコロッケ ���円

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん ���円

【れっどぱーる】
紅ほっぺスムージー ���円
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Aチキンハウス
B雅心苑
CELFIE GREEN
Dトミヤコーヒー
E沼津市新型コロナワクチン接種室
F第一生命
G全力応援BOX
H夏休み自由研究ワークショップ
Iベアードビール
JLUANA COFFEE

イベントブース  ��:��~

（13:50～）

（13:50～）

【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7月17日 現在）
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いわきＦＣ
松本山雅ＦＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ
カターレ富山
愛媛ＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
ＦＣ今治
ＦＣ岐阜
アスルクラロ沼津
福島ユナイテッドＦＣ
ギラヴァンツ北九州
テゲバジャーロ宮崎
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

●��：��～
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！

アスルクラロ沼津×ＹＵＧＧＥ

詳しくはグッズ売場へ！

ファミリー会員
になって
アスルクラロを
応援しよう！

サウナとお風呂で心と体を整え健康的に！！ アスルクラロが新たに提案する
お風呂グッズのご紹介です。 暑い夏を健康的に乗り越えましょう！！

オリジナルサウナハット
会員：¥�,���  一般：¥�,���（税込）

コンパクト湯桶
会員：¥�,���  一般：¥�,���（税込）

AZUL
GOODS

Writing by 森 亮太

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

 HOME GAME
SCHEDULE

8/27sat 16:00第22節

ＳＣ相模原
8/13sat 16:00第20節

藤枝MYFC

JEWELS
ハーフタイムショー

【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円

【まるかわ製茶】
煎茶 ���円～�,���円

【うみゃあもん工房】
富士山はんぺん �枚���円

azul
claro

DF #4
大迫 暁

●1997.11.26生まれ
●兵庫県出身
●O型
●174cm / 65kg

●選手経歴
  履正社高校
 － 日本体育大学

ホーム連勝の勢いを継続したかった前節・いわき戦は、0-4で黒星。前半は、いわきの勢いを凌ぎながら、しぶとく、我慢強く戦うことで、徐々にペースを取り戻しかけていたが、後半

は浮き球で背後を狙いながら、縦に速い相手の攻撃を凌ぐことができずに4失点。攻撃面もサイドを揺さぶったところから決定機を作るシーンもあったが、その狙いを90分間繰り

返し発揮し続けることができなかった。

自分達の持ち味を発揮し切れない悔しさ残る敗戦で前半戦を終えることとなったアスルクラロ沼津。それでも7勝2分8敗の10位で折り返し、シーズン序盤にベンチメンバー18人

が揃わないほど怪我人や新型コロナウイルス感染など様々なトラブルにも見舞われながらも健闘してきた。チームの総合力を培ってきた経験は、後半戦に必ず活きてくる。「（前半

戦は、）怪我やコロナなど、いろんなことがあった中で選手たちは本当に頑張ってくれている。僅差のゲームを展開できるようになり、それをものにできるようになって、粘り強くなっ

てきている」（今井雅隆監督）。今節は、得意のホームで幕を開ける後半戦を良い形でスタートしたい。

その相手となるFC今治は、Y.S.C.C.横浜が新型コロナウイルスに集団感染したことで前節が急遽延期に。ただそこまでは4試合負けなしと好調をキープし、上位争いに食い込もう

とする好位置につけている。

今治は、リーグ4番目に失点が少ない（14失点）というのが特徴の一つ。沼津との前回対戦（J3第14節）もスコアレスドローで勝点1を分け合っている。相手の硬い守備を崩す上で

期待したいのは、攻撃陣だ。渡邉りょうが藤枝ＭＹＦＣに電撃移籍し、穴埋め必須のポジションでもある最前線。その候補となるブラウンノア賢信と鈴木拳士郎には、前線で起点を

作る働きに加え、ゴールという形でチームに勝点3をもたらす活躍を期待したいところだ。

ここからシーズンも後半戦に突入していく。現在3連勝中と得意のホームゲームで前節の悔しさを晴らし、後半戦への勢いに繋げたい一戦だ。

VS Team ＦＣ今治

Q1：サッカーはいつ始めましたか？

２年生の頃です。そこから３、４年生くらいの時に父親の転勤で栃木に行き、そこでサッカーにのめり込みました。その時に、すごく良い指導者と出

会えたところからですね。

Q2：どのような方でしたか？

子どもの話にもすごく耳を傾けてくれる方でした。その方が（サッカー人生の）ベースになっていると思います。お父さんやおじいちゃんみたいな

存在で、とても親しみやすくてサッカーにも熱かったです。ただ勝ち負けに熱いというよりも、“サッカーはこうやるんだよ”という心得みたいなも

のを教えてもらった感じで、子どもに自信を持たせるのがとても上手かったと思います。

Q3：子どもたちにはどのように接していましたか？

ポジションを決めるのも、監督が決めることはなかったです。「お前たちで決めていいよ」と任せてくれて、「このポジションをやるならこういうこと

をやってみたらどうだ？」という風に語尾も命令口調ではなかったので、「やってみよう」という気持ちになりやすい声かけをしてもらっていたと思

います。子どもの自主性を尊重して背中を押してくれて、あまり否定するところを見たことはなかったですね。

Q4：スクールのコーチもやっていますが、ご自身が指導する上でも活きていますか？

まず否定から入らないようにするところはすごく活きていると思います。子どもたちは何も考えずミスしてしまう子がほとんどだと思います。

ただ何か意図を持っていて起きてしまったミスなら、そのミスは収穫が多いと思います。そういう時に「今、どういうことを考えていたの？」と

子どもに問いかけて、答えてもらうというのはスクールで指導する上でとても大切にしています。

Q5：その子自身の性格によって伝え方は変えますか？

子どもの性格によっても、どんな内容や口調で伝えるべきか時間をかけながら見極めた方がいいと思いますね。例えば大人と喋る時と同じように

説明しても、目を見て頷きながら理解できる子もいれば、違う方を見て上の空の子もいます。逆にそういう子には、ワードを区切りながら端的に伝

えたほうが頭に残りやすい時もありますね。あとは言葉ではなく、実際に身振り手振りを交えながら実践してあげた方が理解できる子もいるの

で、スクールを始めて２年くらいですがその見極めはすごく大事だと思います。

Q6：自分の意図を持っていない子にはどういうアプローチが必要でしょうか？

自分がやってもらいたいプレーを「やってみて」と伝えます。そういう子は自分のところにボールが来たからとりあえず足を振ってみただけということが多いので、自分のところに

来たら一度ボールを止めてみる、止めることができたら今度はドリブルしてみよう、その次はシュートも打ってみようという感じでその子にミッションを与えてみます。それができ

たら褒めてあげる。そういう声をかけることで成功体験となって自分の感覚として残っていくことで成長すると思っています。

Q7：ご自身の経験に基づいてこのような価値観が育まれてきたのでしょうか？

僕がいたチームは、同級生が５人くらいしかいなくて、チームも弱かったです。そこでは一人で頑張ろうとしてきましたが、その時の自分を反面教師としてやっている部分が大き

いかもしれません。小学生だとコーチングの声も、悪口になっているケースがあります。そういう子たちには「自分が言われたらどうなのか？」というのを問いかけるようにはして

いますね。

Q8：それはチームスポーツをする上でとても大切なことですね。

もちろん一人でできてしまう子もいます。ただ、そういう子も周りを引き上げられれば、もっとチームを強くできるということを知るべきですし、自分は関係ないと思っている子も、

うまい子のレベルについていければ、もっと上手になれると思うことができるトレーニング環境やチーム作りというのを小学生の頃からやっていた方が良いと思います。みんな

で喋っている時もどんな言葉で喋っているのかというところに耳を傾けるようにしています。

Q9：ご自身のプレーで見てほしいところ、また、伝えたいことはなんですか？

例えミスをしてしまったとしても、何度でも前を向いて全力でプレーする姿を見てほしいです。そして子どもたち自身がプレーする時には、どんな状況でも諦めずにプレーしてほ

しいと思っています。

スクール指導に携わる大迫暁。 子どもの自主性を尊重してあげることの重要性。

（全編はホームページにてご覧いただけます）


