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15:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS 藤枝ＭＹＦＣ

FW #17
ブラウン ノア 賢信

Noah Kenshin Browne

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。

ストライカ
ーとしての

意地を見
せたい

ブラウンノ
ア賢信は

覚醒でき
るか

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

近江焼肉ホルモンすだく
沼津店&長泉店プレゼンツ
BEEF UPマッチ



新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

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
この度、オリジナル3試合通し券デザイン
チケットの販売が決定しました！
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！

ご購入は
こちらから

 HOME GAME
SCHEDULE

10/2sun 13:00
松本山雅ＦＣ

10/16sun 13:00
いわきＦＣ

10/30sun 13:00
ヴァンラーレ八戸

●Ⓐ

●Ⓑ
メインスタンド

入場口兼再入場口

総合案内所

チケット売場

関係者受付

グッズ売場

※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。

【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

A近江焼肉ホルモンすだく沼津店
BLUANA COFFEE

イベントブース

��：��～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～

J3RANKING

（2022年9月18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
ＦＣ今治
愛媛ＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
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
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

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。

AZUL
GOODS

その他、アスルグッズも販売中！ぜひ、お立ち寄りください！

会員：¥�,���（税込）  
一般：¥�,���（税込）

アスルクラロ
シェラカップ

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

FW #17
ブラウン ノア 賢信
●2001.5.27生まれ
●カナダ出身
●AB型
●189cm / 75kg

●選手経歴
  横浜Ｆ・マリノスユース 
－ 横浜F・マリノス 
－ カマタマーレ讃岐 
－ 水戸ホーリーホック

8月13日に開催されるはずだった今季３度目の静岡ダービーは、台風の影響で試合直前に急遽中止が決まったことで、日程が9月21日にスライド。水曜日の15時という平

日に愛鷹広域多目的競技場では、サッカー王国・静岡県のプライドが火花を散らす白熱のダービーマッチが繰り広げられる。

今シーズン、藤枝MYFCとはすでに天皇杯静岡県予選（0●1）、J3第10節（1●3）と二度対戦しているが、ここまでは沼津が連敗。この悔しさをホームゲームで何としても

晴らしたいところだ。

そういう意味では一つ流れを変えてこのダービーに臨むことができることはポジティブな材料だ。キックオフ前に望月一仁氏の監督就任が正式に発表された中で迎えた

前節・カターレ富山戦は、後半に佐藤尚輝が決めた鮮やかなループ弾を守り切って１-０で勝利。7戦未勝利という長いトンネルから抜け出し、望月新体制での初白星を

マーク。このダービーに向けても弾みをつけることができている。

その中でも望月監督が試合前に「熱量を出せる選手を起用して、かき回していきたい」と語っていた言葉通りの働きを見せた前線の二人がチームに大きなパワーをもたら

した。特に怪我から戻ってきた染矢一樹がいつも通りの“ハードワーク”と“気持ち溢れるプレー”で攻撃に迫力をもたらせば、サイドハーフから前線に入った佐藤尚輝も呼

応するかのように、アグレッシブに守備のスイッチを入れ続けて決勝点をマーク。特に完全に主導権を握っていた前半は、富山にシュートを一本も打たせない盤石のゲー

ム運びを披露し、指揮官が強調していた「前への意識」を前線二人が中心となって体現できたことが上位を走る富山を圧倒できた大きな要因だ。

その他にも、決勝点を見事な浮き球パスで演出した徳永晃太郎も、緊急事態の最終ラインを支えた鈴木拳士郎も、ピッチに立った全員が熱量を表現し、勝利への執着心

を見せることができていた。このクラブの象徴でもある魂をこのダービーマッチでも見られることを最も期待したい。

ただ今の藤枝は手強い相手だ。特に須藤大輔監督の下、“超・攻撃的なスタイル”を掲げ、ここまで昇格争いを繰り広げている。ただ立て続けに中止や延期になったことで

過密日程の最中にいる。このダービーは5連戦の4戦目。さらに土曜日に前節を戦っている沼津に対し、藤枝は日曜開催だったため、中2日でこのダービーに臨まなければ

いけない。特に攻守でアグレッシブに、運動量も求められるスタイルを志向していることからも連戦の影響は少なからずあるはずだ。このアドバンテージを活かしたい沼

津としても、強みでもある“ハードワーク”で相手を上回りたいところだ。

そして何よりこの男に触れないわけにはいかない。今夏に沼津から移籍した渡邊りょう。加入後すぐにチームの1トップに定着し、先週水曜日の岐阜戦では待望の移籍後

初得点を挙げている。かつてのチームメイトとの対戦に、「負けたくない。バチバチやってやろうと思っている」（徳永晃太郎）と沼津の選手たちも燃えている。手の内を知り

尽くしているかつてのストライカーを封じ、ダービー勝利を自分たちの力で手繰り寄せたい一戦だ。

昨年8月、出場機会を求めてJ２の水戸ホーリーホックから期限付き移籍でやってきたFWブラウンノア賢信。ただ昨シーズンは、加入後すぐ

に負傷してしまったことで、「J3で結果を残したかったけど、全く結果を残せなかった」と悔しさだけが残る1年だった。

そんな悔しさをこれまでも感じてきた。2019年に中学時代から在籍していた横浜F・マリノスで華々しくプロキャリアをスタートさせるが、

翌年にはカマタマーレ讃岐に期限付き移籍。そこで22試合に出場して2得点という結果を残すが、この数字はストライカーにとって満足で

きるものではない。「一年目からフォワードとして思うように得点が取れていない」。そうこれまでのキャリアを振り返る。

だからこそ今年にかける思いも人一倍強かった。「今年は得点にこだわって、二桁は取りたい」という目標を掲げてシーズンをスタート。そし

て、完全移籍で加入した沼津での2シーズン目。こんな変化も感じ始めていた。

「去年は、自分の特徴をまだ理解してもらえていなかった。今は自分の特徴を理解してもらえているし、コミュニケーションも増えてきたの

で、今年の方がやりやすくなっている」。

J３開幕からコンスタントにメンバーに絡み続け、チームメイトの負傷を機に、ウイングという新たなポジションでチャンスを掴む。水戸時代

に右サイドの経験こそあったものの、これまでウイングは「ほとんどやったことがなかった」と初体験。それでも「自分の特徴はウイングでも

活かせるし、最大限活かせるようにしたい」とこの挑戦を前向きに捉えてきた。

189cmという恵まれた体格に、相手を一瞬で置き去りにできる爆発的なスプリント能力も大きな武器だ。第8節・長野戦から第14節・今治

戦では、ウイングで出色のある数々のプレーを見せてポテンシャルを示してきた。今井雅隆前監督も、「讃岐や水戸で過ごしている時の姿か

ら想像すれば、今の姿はないだろうというくらい真面目にやってくれている」と彼自身の成長ぶりに太鼓判を押していたほど。

その中で今夏、チームに大きな動きがあった。10番を背負っていた渡邉りょうが、宿敵の藤枝MYFCへ移籍。ここまではウイングでの起用が

多かったものの、望月新体制では本職のポジションでもある最前線での起用も増えている。この転機は、彼にとって大きなチャンスだ。「フォ

ワードが減った分、得点という形で結果を残さなければいけないと思っているので、少し責任感は増した」。ストライカーの台頭が欲しい今、

このチャンスに結果という形で応えていけるか。前回対戦の静岡ダービー以来のゴールで、ストライカーとしての意地を見せたいところだ。

VS Team｜ 藤枝MYFC ｜

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。

特典いろいろ！

負けられないダービーマッチ!!

ア
ス
ル
キ
ッ
チ
ン
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ー
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会員：¥�,���（税込）  
一般：¥�,���（税込）

アスルクラロ
メスティン

DAZNへの加入金の一部がチームの強化費として使われます。

あなたの加入がクラブの
血となり肉となる!

今すぐDAZNメンバーになろう! >>>

アルミ製の箱型の飯ごう。煮たり焼いたりと
さまざまな調理に使えます。

取っ手付きの金属製カップ。食事や
調理で活躍する便利アイテム!!


