
沼津市×スポーツ
新たなスポーツの殿堂
沼津市総合体育館。
完成に向け工事中！

2022ぬまづ健康スポーツ祭

千本浜ファミリーマラソン

ニュースポーツ大集合！
いろいろなスポーツを体験しよう！

お子さまからお年寄りまで、
気持ちの良い汗を流しましょう！

静岡県市町対抗駅伝競走大会
沼津市チームを応援しよう！

沼津市民のスポーツ・健康づくり・交流等の拠点となる
新総合体育館の整備が進んでいます。

フェンシングのまち沼津
のこれから
フェンシングの体験会やスマートフェンシングの指導者講習会、
食育講座など“フェンシング”を核にいろんなイベントが盛りだくさん！
SNS・ホームページを要チェック！

今後のスポーツイベント情報

◀詳細は
　ホームページで

◀詳細は
　ホームページで
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10月2日(土) 9時～15時
沼津市民体育館

と き
ところ

≪詳細は広報ぬまづ等にてお知らせ予定≫

 11月13日(日)
千本浜防潮堤

と き
ところ

 12月3日(土)
県庁～県営草薙陸上競技場

と き
ところ

おこさまも！
おじいちゃんおばあちゃんも！
みんなで遊びにきてね☆

申込み不要！
参加無料！

Facebook▶ ホームページ▶

MF #8
鈴木 拳士郎

Kenshiro Suzuki

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。

9/3sat
第23節

16:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS 鹿児島
ユナイテッドFC

沼津市民
スペシャルサンクスマッチ

～沼津市×ラブライブ！サンシャイン‼
　　　　　　Aqours全力地元愛デー～

Matchday Programme vol.11
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※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。

A沼津市（招待ブース）
Bチームオレンジ～みんなで手を取り合おう～（沼津市長寿福祉課）
B沼津駅周辺総合整備事業ＰＲ（沼津市駅周辺整備部推進課）
Bマイナンバーカードを作ろう！（沼津市市民課）
B沼津市ふるさと納税返礼品抽選会（沼津市観光戦略課）
B沼津の水（沼津市水道部）
BSea級グルメ全国大会in沼津
   令和5年10月28日・29日開催！

B消防団員募集！（沼津市危機管理課）

C東レアローズ
Cベルテックス静岡
Cレバンテフジ静岡
Cスケボー・ＢＭＸ体験パーク
Cスマートフェンシング体験
D明治安田生命
DPENALTY
Dピュアクリーニング
D第一生命

E雄大
Eバンデロール
F雅心苑
Fノリさんのカキ氷
Gベアードビール（13:50～）
HLUANA COFFEE（13:50～）
IADD（13:50～）

J3RANKING

（2022年8月28日 現在）
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いわきＦＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
松本山雅ＦＣ
ＦＣ今治
カターレ富山
ＡＣ長野パルセイロ
藤枝ＭＹＦＣ
愛媛ＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
ＦＣ岐阜
アスルクラロ沼津
テゲバジャーロ宮崎
ギラヴァンツ北九州
ガイナーレ鳥取
ＳＣ相模原
ヴァンラーレ八戸
カマタマーレ讃岐
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
一般入場
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
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沼津市PR

静岡スペシャル座談会

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、メインスタンド入場口付近にお集まりください。
※活動時間は約��分です。

azul
claro

MF #8
鈴木 拳士郎
●1996.3.20生まれ
●静岡県沼津市出身
●A型
●177cm / 75kg

●選手経歴
  ジュビロ磐田ユース
 － 関西大学
 － カマタマーレ讃岐

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

 HOME GAME
SCHEDULE

9/21wed 15:00第20節

藤枝MYFC
9/17sat 15:00第25節

カターレ富山
Writing by 森 亮太

監督交代から初めてのリーグ戦となった前節・相模原戦。「チームが変化して１週間しかない準備期間でやれることはやれた。その第一歩としては悪くなかっ

た」（野村政孝）。前半に先制点こそ許したが、後半にチームとしてデザインしていたCKの形からDF安在達弥の今季初ゴールで同点とし、その後に訪れたPK

という絶体絶命のピンチをGK野村政孝が完璧にストップ。スタッフと選手が一体となって掴み取った勝点1という結果は、リーグ戦の連敗を止め、何よりも選

手たちが失敗を恐れず、アグレッシブにトライしたことでポジティブに捉えられる変化を見せた。

その中でもルーキーの遠山悠希が、プロ初先発というチャンスを与えられ、攻撃では積極的に2列目からの飛び出しを狙い、守備では球際やセカンドボールで

のバトルで強度の高いプレーを披露してアピール。何よりも暫定指揮官が求めていたアグレッシブを体現し、ここからの成長がより一層楽しみになる姿を見

せた。それでも望月一仁暫定監督は、「成長させるために試合に出すということはない。アグレッシブに戦う選手がグラウンドに立つということがベース」であ

ることを強調。彼にとっても相模原戦で見せたものを継続できるかがここから問われていく。

それはチーム全体にも言えること。確かに相模原戦ではサッカーに取り組む前向きな姿勢やメンタル面という部分は評価できるが、全体的にミスが多かった

のも事実。前節の引き分けを勝利に繋げていくためには、細かな課題を修正していくことが必要だ。「準備期間が１週間だったので、望月さんがやりたいことは

まだまだ落とし込めていないと思う。相模原戦で出た課題を含めてこれからしっかりと落とし込んでいきたい」とは安在の言葉。ホーム連戦となる今節、前節

見せたアグレッシブさを継続しながら、内容面でもパフォーマンスの向上を示していきたい。

その相手となる鹿児島ユナイテッドFCは、昇格圏の2位につけており、J2復帰に向けて勢いがある。その原動力となっているFW有田光希とFW米澤令衣は、と

もにJ3得点ランキングの上位にランクイン。最後を仕留められる破壊力がある。沼津としては、前回対戦でゴールを許している有田、2シーズン連続でゴールを

許している米澤。この二人を封じることが勝利を手繰り寄せるためのカギとなるだろう。

VS Team｜ 鹿児島ユナイテッドＦＣ ｜ アスルクラロ沼津にとっては成績の良いホームゲームで何とかこの流れを止めたい

Q1：沼津市愛鷹で生まれ育ってきたが、アスルクラロ沼津に在籍して感じていることは？
沼津に帰ってきて改めて思うのは、いろんなところにポスターが貼ってあって、地域の人たちが応援してくれているのはすごく感じ
ています。

Q2：Jリーグのクラブになる前はどのような存在でしたか？
僕が小さい頃はJリーグクラブではなかったですが、ジュニアユース（旧ACNジュビロ沼津）も強かったので、昔はそこに入って
いるだけでうまいみたいな、そこを目指して頑張ろうと言っている人たちも多くいたので、子どもたちのお手本になる存在だっ
たと思います。

Q3：今のクラブとしての現在地を地元出身選手としてどのように感じていますか？
県内で言えばジュビロ磐田や清水エスパルスは、昔からあるチームなので仕方ないところはありますが、そこと比べてもまだま
だサポーターの数も少ないですし、静岡県東部地域に１つしかないクラブなので、もっと盛り上げていきたいという思いは強い
です。そういう人を集めるために僕たち自身がピッチで応援されるようなチームにならなければいけないし、順位も含めて観に
来た時に楽しかったと思ってもらえるようなサッカーをしなければいけないと思います。そこに対して必死になってやらないと
いけないとすごく感じています。応援してくれる人がたくさんいるからこそ、僕たちはサッカーで恩返ししなければいけないで
す。そこがまだまだ足りないという思いがあります。

Q4：どういう魅力をピッチ内で発信したいですか？
もちろん勝つことで楽しかったと思ってもらえるのが一番ですけど、仮に負けてしまっても、観に来て楽しかったと思えるよ
うなサッカーがしたいですね。そのために球際や負けている時に最後まで攻撃することで諦めない姿勢をピッチ上で見せる

ことができれば、仮に負けてしまったとしても何か心に残ると思うので、そういう人の心に何か残るようなサッカーをしていきたいですね。

Q5：そこがクラブとして長年培ってきた特長ですからね。
僕は中学の頃に吉田謙さん（現・ブラウブリッツ秋田監督）に教わっていますが、Jリーグに参入する前から吉田さんが監督をやっていた試合を見ていま
した。やっぱりあの人の気持ちはすごいなと思います。サッカーの形もすごく大切だとは思いますが、そういう気持ちの部分をもう一度見直して、もっと選
手としても見せていけると思うので、自分自身が中心となりながらやっていきたいという思いは強いですね。

Q6：そういう魅力をピッチ内で伝えていくために今年はポジションにも変化があった中で、どんなプレーを見せたいですか？
前から言っているのですが、得点にはもっとこだわりたいというのはあります。もちろん自分がゴールを決めて勝つことが嬉しいですが、それ以上にチーム
が勝つことが一番なので、自分も得点だけにこだわり続けるのではなく、自分には守備の部分での魅力があるので、前からの守備という部分はサポーター
にも観てもらいたいと思います。

Q7：地元にあるこのクラブを何とか盛り上げたいという強い思いを感じました。
最初は、自分が生まれ育った街にJリーグクラブができるとは思っていなかったです。みんな東部地域の子どもは、エスパルスの試合を観戦しに、僕自身
も毎週行っていました。ただ静岡県内にクラブが増えたことでもっとサッカーに興味を持ってもらえる子どもが増えたと思いますし、そういう部分は大
事にしていきたいです。そのクラブにいる一員として、サッカーの魅力をもっと伝えていきたいと思っています。沼津市の少年団に顔を出したりと、この
クラブのことだけではなく、サッカーの魅力をどんどん発信していきたい。将来的にアスルクラロに入ってくれることがクラブの未来につながると思う
ので、今はそういった魅力を伝えていきたいと思っています。

（全編はホームページにてご覧いただけます）

「ピッチで応援されるようなチームに」。
沼津市愛鷹で育った鈴木拳士郎が抱くクラブと共に地元を盛り上げたいという思い。

【毎日牧場】
ハンバーガー���円

【RECANTO】
みしまコロッケ ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん�,���円

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���円

【La.Seed】
ロコモコ丼 ���円

【Luce】
国産苺サンド ���円

【れっどぱーる】
紅ほっぺスムージー ���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

【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

イベントブース  ��:��~

AZUL
GOODS

（Sea級グルメ全国大会in沼津実行委員会）

アスルクラロ沼津
×ラブライブ！サンシャイン!! 
コラボグッズ

FRONT

BACK

アクリル
キーホルダー

（全�種） 
¥�,���（税込）

アクリルフィギュア
（全�種） ¥�,���（税込）

クリアファイル
（全�種） 

¥���（税込）

描き下ろしを使用した
コラボグッズを販売します！
ぜひこの機会にコラボグッズを持って、
アスルクラロ沼津を応援しよう！

詳しくはグッズ売場へ！

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　　【Official Beef Up Supplier】近江焼肉ホルモンすだく沼津店
【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／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／フジ物産株式会社
【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／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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