
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。

スペシャルマッチ
～清水町サンクスサポートデー～

MF #33
遠山 悠希

Haruki Tohyama

Photographs by Toshiro Suzuki 　Design by WU-style

Matchday Programme vol.12

9/17sat
第25節

15:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS カターレ
富山

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



新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

 HOME GAME
SCHEDULE

10/2sun 13:00第27節

松本山雅FC
9/21wed 15:00第20節
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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。

【NEW YORK VENDYS】
チキンオーバーライス ���円

【ippai】
豚骨ラーメン ���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

【Creperie Koyama】
バナナチョコクリーム ���円

【れっどぱーる】
紅ほっぺスムージー ���円
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A雅心苑
B明治安田生命　
Cエイテック
D清水町観光案内
E第一生命
Fピュアクリーニング
Gカターレ富山物産販売
HLUANA COFFEE
I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

��：��～

【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9月11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
カターレ富山
藤枝ＭＹＦＣ
愛媛ＦＣ
ＦＣ今治
ＡＣ長野パルセイロ
ＦＣ岐阜
福島ユナイテッドＦＣ
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
アスルクラロ沼津
ＳＣ相模原
カマタマーレ讃岐
ヴァンラーレ八戸
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

フルヤトモヒロさん

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。

ファミリー会員
になって
アスルクラロを
応援しよう！

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

azul
claro

MF #33
遠山 悠希

●2003.11.6生まれ
●京都府出身
●171cm / 70kg

●選手経歴
  京都サンガF.C.U-18

望月一仁暫定監督のもとで３戦目を迎えた前節・ガイナーレ鳥取戦は、前半の2失点が大きく響いて０-３で完敗。試合前の練習でビルド

アップの意識づけをおこなってきた中で沼津がボールを握る時間こそ長かったが、「ゴールを目指すところで攻撃のズレが生じてしまい、

バックパスが多くなってしまった」と指揮官の振り返りの言葉にもあったように、ゴールを目指す迫力を欠いてしまったことが、反撃に至ら

なかった最も大きな要因だった。

その点は、“誰が”、“どのタイミングで”、“どのスペースを”狙うのか。今節に向けてもう一度チームとして改めて共有したいポイントだ。特

に前半は、コンパクトな陣形で守っていた相手のブロックを広げるための“背後への動き”が少なかったことで、縦方向にボールを入れる

上で使いたいスペースを使わせてもらえなかった印象。ただ後半は、少し修正できた部分もあっただけに、その良いイメージをもとにチー

ムとしてブラッシュアップしていきたい。

注目したいのは、前節の翌日に26歳の誕生日を迎えたばかりのDF濱託巳だ。前体制では、初めてアンカーというポジションを任せられ、

新たな一面を見せてきたが、現体制では本職の左サイドバックに復帰。前節は、ゴール前まで入っていくほどの迫力を表現し切れなかった

が、復帰後は攻撃が好きな特長を発揮して、左サイドの攻撃自体は活性化し始めている。サイドバックは、攻撃の厚みをもたらす上でも、

ゲームを組み立てていく上でも現代サッカーでは最も重要なポジションと言われるほど。その攻撃に関わる優れた感覚を発揮し、第16

節・カマタマーレ讃岐戦から約2ヶ月間遠ざかっている勝利を、ホームサポーターにもたらしたいところだ。

対する富山は、上位3チームとは少し差があるものの、昇格に可能性を残す4位につけている。さらに1勝2敗と負け越した8月から9月は、

ここまで連勝と勢いを取り戻している。その中で警戒すべきは、先発に定着し始めているMF大山武蔵だ。9月に入ってから今季２度目の先

発チャンスが与えられると、2試合連続ゴール中と猛アピール。その他にも、昨季J3得点王に輝いているMF川西翔太や前回対戦で決勝点

となる豪快なボレーを仕留められたFW大野耀平など好調な攻撃陣を抑えることが勝利への大きなミッションとなる。

VS Team

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。

カターレ富山 

待望のチャンスがようやく巡ってきた。8月27日に行われたJ3リーグ第22節・SC相模原戦。試合開始の2時間前に

発表される先発のラインナップに、“遠山悠希”の名前が刻み込まれていた。その週に今井雅隆前監督の解任が発

表され、望月一仁暫定監督の下で迎える初陣で訪れたプロ初先発。ここでアピールできるかどうかは、先発の機会

を欲していた18歳にとって何よりも重要だった。

その日魅せたパフォーマンスは、自身の特長を最大限活かしたものだった。攻撃では、豊富な運動量を活かして、

ダイナミックに前線に絡み、守備では球際やセカンドボールのバトルに激しい寄せで果敢にトライしていく。攻守

に渡って「アグレッシブさが自分の強み」と語る言葉通りのプレーを初先発の場でもしっかりと体現した。

さらには1点ビハインドで迎えた54分、瓜生昂勢が蹴ったCKの低い軌道のボールを、ニアでうまく後方に落とし、

安在達弥のシーズン初得点を演出。「遠山（悠希）選手の落としが良かったので、ゴールを見ることだけに集中でき

た」と安在も讃えたプロ初アシストは、チームメイトからの信頼を獲得するためにも大きなものとなった。

一見、新体制になったことで巡ってきたチャンスと思われがちだが、このチャンスには布石があった。そのキッカケ

となったのが、3試合ぶりに出場機会が巡ってきたJ3第21節のY.S.C.C.横浜戦。「途中出場の選手が走らないと、

周りの選手も鼓舞されない。技術や展開どうこうよりも目の前のボールを自分のボールにする。そこからチームを

活性化させようと意識していた」。初先発を飾る前の最長のプレー時間となった途中出場からの30分間には、そ

の意識が凝縮されていた。「今井前監督にも、社長にも、試合を観てくれていた友達にもすごく良かったと言っても

らえた。Y.S.C.C.横浜戦で良かったことがスタメンに繋がったと思う」。この途中出場でのパフォーマンスが初先発に至るターニングポイ

ントになった。

プロの世界に足を踏み入れてから半年以上の時が過ぎ、ようやく遠山悠希が大きな一歩を踏み出した。しかし本人は、「まずはスタメンに

定着することが目標だけど、それが（最終的な）目標ではない」とキッパリと言い切る。見据えているのはもっと高み。「同世代の松木（玖

生）がJ1で結果を残している。自分とはカテゴリーが違うけど、すごく刺激になる。個人的な結果を出すことにもっと貪欲になっていかなけ

ればいけない」。ルーキーと言われるのも残り11試合。ピッチ上で失敗を恐れず、アグレッシブにチャレンジしていく“悠希らしさ”を最後ま

で継続したい。

相模原戦の前にあった初先発への布石。「すごく良かったと言ってもらえた」。

詳しくは
グッズ売場へ！

JEWELSパフォーマンス

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！


