
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

OFFICIAL PARTNER

DF #2
藤嵜 智貴

Tomoki Fujisaki

Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style

コンサルティングサポートサービスpresents

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。

～伊豆の国市サンクスサポートデー～

Matchday Programme vol.11

8/27sat
第22節

16:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS ＳＣ相模原

柏から愛鷹に通い続けて8年
誰かほめて♡マッチ



ラブライブ！サンシャイン!! オリジナル

3試合通し券 
デザインチケット発売

新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

 HOME GAME
SCHEDULE

9/17sat 15:00第25節

カターレ富山
9/3sat 16:00第23節

鹿児島ユナイテッドＦＣ

沼津市民無料招待デー

ご購入は
こちらから

お一方が3試合観戦、3名で1試合ずつ観戦でもOK。
コラボユニフォーム着用試合のご都合が合わない方も
2022シーズンホームゲームにて利用可能！

●Ⓐ

●Ⓒ
●Ⓓ
●Ⓔ

●Ⓕ
●Ⓖ

●Ⓗ

●Ⓑ

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。

【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

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���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

ア
ス
ル
キ
ッ
チ
ン
ゾ
ー
ン

A伊豆の国市おもてなし
B岳南Fモスペリオ・
   ＳＳ伊豆募金
C夏休み自由研究体験
Dヤフー防災模試
E第一生命
Fベアードビール
GLUANA COFFEE
HADD

イベントブース  ��:��~

（13:50～）

（13:50～）
（13:50～）

【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～

【Luce】
国産苺サンド ���円

J3RANKING

（2022年8月21日 現在）

�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.

��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.
��.

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

●��：��～
岳南Fモスペリオ・
ＳＳ伊豆第��回全国社会人
サッカー選手権大会 出場報告

●��：��～
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。

FRONT

BACK

AZUL
GOODS 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

Writing by 森 亮太

【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 #2
藤嵜 智貴

●1994.9.19生まれ
●千葉県出身
●O型
●177cm / 74kg

●選手経歴
  清水エスパルスユース
 － 国士舘大学

藤枝ＭＹＦＣとの”静岡ダービー”が台風の影響で急遽中止となった状況で迎えた前節・Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜戦。10分、北龍磨が豪快なミドルシュートを決め、チームとして

も狙っていたショートカウンターで幸先良いスタートを切るが、4分後に追いつかれ、その後も守備での粘り強さを見せることができず、立て続けに失点を喫してしまう。

2点ビハインドで迎えた後半は、敵陣に押し込むことは増えたものの、引いた相手を効果的に崩せず、反撃の狼煙を上げることができない。むしろ試合終盤には追加点

を許してしまい、その後に生まれた森夢真のプロ初得点も時すでに遅く、リーグ4連敗となる黒星を喫している。

この敗戦を受けてクラブは、22日付けで今井雅隆監督の解任を発表。後任には、今年から強化部長に就任していた望月一仁氏が当面の間、暫定的に指揮を執ることに

なる。JFL初年度の2014年にクラブを率いた経験がある暫定指揮官の下、再出発を図ることとなった。

それでもポジティブな要素に目を向ければ、3試合無得点が続いていた攻撃面では久しぶりのゴールを記録。なかなか出番を与えられてこなかった選手たちが決めた

ことはチームにとっても明るい材料だ。第10節・藤枝戦以来の先発チャンスを得た北が今季初得点。途中出場の森も3年目にして待望のプロ初得点。主力に離脱者が多

いチーム事情を踏まえても、彼らが起爆剤となっていくことがこの流れを変えるためには必要不可欠だ。

そういう意味でもプロ入り後に先発がないMF遠山悠希は期待したい一人だ。第17節・いわき戦以来の出場チャンスが与えられた前節は、60分からピッチに入ると、攻

撃では積極的な飛び出しを見せ、守備では球際での激しい寄せでアグレッシブなプレーが光った。着実に成長していることを感じさせた前節のパフォーマンスを機に、

スタメン争いに名乗りを上げていきたいところだ。

今シーズンの開幕戦でぶつかったSC相模原を迎える今節。5勝3分12敗で15位につけるアウェイチームは、第9節の黒星以降は全て1点差という僅差で敗れてきた。

前節も昇格争いをしている鹿児島ユナイテッドFCに0-1で惜敗。それでもスタメンには、DFリーダーの水本裕貴や背番号10を背負う藤本淳吾など実績豊富なベテラン

がいる。沼津としては、彼らを中心としたゲーム運びをフレッシュな力で上回る勢いを見せたいところだ。

VS Team｜ ＳＣ相模原 ｜

お得な
ハーフシーズンパス

販売中！
チケット売場にて販売!!

《S席》

《A席》

《小中高》

● 一般：14,500円  
● ファミリー会員：11,500円　
 
● 一般：11,000円  
● ファミリー会員：9,000円
 
●2,500円
※ファミリー会員割引はございません。

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

●伊豆の国市お楽しみ抽選会
●岳南Fモスペリオ・ＳＳ伊豆
   第��回全国社会人
   サッカー選手権大会出場報告

Q1：Jリーグに参入した2017年からクラブに在籍しています。ここまでの歩みを振り返ってもらえますか？

僕はJFLを勝ち抜いてきた戦いを目にしていませんけど、その勢いのままJリーグに入って、やっぱり熱気は凄かったですし、練習してい

てもサポーターの人たちが観に来てくれたり、試合でも熱い声援で後押ししてくれていたので、僕たちに対する期待も凄いものを感じて

いましたし、その中で試合ができていることが幸せでしたね。

Q2：成績としては1年目が3位、2年目が4位と上位争いをしてきた良い時期もあれば、そうではない時期もありました。　　　　　　　　　

その辺りで感じていることはありますか？

やっぱりあの時くらいの勢いを取り戻したいですし、そのためにもっともっとやらなければいけないというのはずっと感じています。今

はJ3に入ってからの戦いを知らない選手も多いので、そこはずっと在籍している僕やスガくん（菅井拓也）がもっと伝えていかなければ

いけないですし、僕はその中でも年齢が若いので、もっとやらなければいけないと感じています。

Q3：この6年間で印象に残っている出来事はありますか？

１年目の優勝争いの最終節・栃木戦ですかね。あの試合はすごく印象に残っています。沼津も優勝が懸かっていましたけど、相手は優勝

とJ2昇格が懸かっていて、チームもサポーターも『絶対に上がってやるぞ』という熱気が外まで届いてくるような感じがありました。それ

は本当に凄いなと。翌年もアウェイで鹿児島が勝てば、昇格という状況で僕らが最終節で試合をしましたけど、その時も最後の勢いや

負けないという一体感を強く感じました。やっぱりサッカーしている以上、勝ちたいですし、一つでも上の順位にいきたいというのはも

ちろん持っているので、もう一度チームを押し上げていきたいという思いは本当に強いです。

Q4：自分自身はどのように成長してきましたか？

3年目くらいまではコンスタントな出場機会はありませんでしたが、その時期に自分の武器や何を強みとしていくべきかというのをす

ごく考えましたし、試合に出られなくても充実感がありました。チームとして外にいた選手も一切手を抜かなったので、そういう姿勢

が凄いなと思いました。だからこそ今振り返ってみても、あの時期が本当に充実していたと思いますし、すごく楽しかったです。ただ

今井さんが監督になってからは、コンスタントに試合に出させてもらうようになったことで、試合に出る楽しさがありますし、最初の3年間とはまた違った充実感

も得られているので、どっちが良いということは言えませんが、どちらも自分のキャリアの中では大切な時間だったと思います。

Q5：今年はホームゲームでは沼津の意地を見せることができています。スタジアムに足を運ぶサポーターの後押しを感じられているのではありませんか？

去年とか順位が悪くて、本当に情けない試合の後でもいつも熱く応援してくれるサポーターにはすごく感謝しています。照明問題もサポーターの力がなければ解決で

きなかったと思うので、そういう人たちに少しでも恩返しというか、力を与えられるようにしていくべきだと思うので、ホームで負けない、仮に負けても戦う姿勢を見せ

るという部分は、今年よくできているのかなと思います。ただアウェイでも勝てるのが１番なので、そこはもっともっと戦わなければいけない。アウェイで勝てないと順

位も上がらないので、そこはもっと意識していかなければいけないと思っています。

Q6：最後に、長年在籍しているクラブに、これからどのように貢献していきたいですか？

ずっと試合に出させてもらっている以上、戦う姿を見せなければいけないですし、どんな状況でも鼓舞することで、チームメイトにもサポーターにも伝わると思うの

で、そこは無くさないようにしていきたいと思っています。タイプ的にもプレーで見せなければいけない方なので、最後まで体を張る、ボールに食らいつく。そういう部

分で仲間にもサポーターにも『あいつ、頑張っているな』と思われるようにしていきたいです。

J参入後のクラブと共に歩んできた藤嵜智貴が抱く思いに迫る。

詳しくは
グッズ売場へ！

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！


