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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。

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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13:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS いわきFC
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DF # 13
附木 雄也

Yuya Tsukegi



新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園
 HOME GAME
SCHEDULE

10/30sun 13:00
ヴァンラーレ八戸

11/20sun 14:00
テゲバジャーロ宮崎

※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雅心苑
B人権PR
Cスペシャルオリンピックス啓発
Dこころのまま、カフェと工房ぼくの色
E国際交流フェア
F沼津警察署
G第一生命
Hポリオワクチン根絶募金活動
ILUANA COFFEE（10:50～）
Jベアードビール（10:50～）
K楢葉町観光PR（10:50～）

イベントブース ��：��～

J3RANKING

（2022年10月9日 現在）
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いわきＦＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ
松本山雅ＦＣ
カターレ富山
ＦＣ今治
ＡＣ長野パルセイロ
愛媛ＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
ＦＣ岐阜
ギラヴァンツ北九州
アスルクラロ沼津
テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取
ヴァンラーレ八戸
ＳＣ相模原
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・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
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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

直筆サイン入りユニフォームや実着用ユニ（セットアップ）が
当たるチャンス！

（ブランド各種 ２０２０～２０２２ユニフォーム）サイズ：S/M/L/O/XO

Writing by 森 亮太

azul
claro

DF #13
附木 雄也

●1994.12.17生まれ
●千葉県出身
●184cm / 83kg

●選手経歴
 － 国士舘大学
 － 東京ユナイテッドFC
 － いわきFC
 － FC大阪/F.C.大阪

２試合続けてスコアレスドローに終わっている沼津は、直近5試合で失点を喫したのは第26節・ＡＣ長野パルセイロ戦での2失点のみ。まずは球際や攻
守の切り替えをベースに、望月一仁監督の下で守備から立て直しを図ってきた成果が数字にも現れ始めている。特にカターレ富山、藤枝ＭＹＦＣ、松本山
雅ＦＣと昇格争いを繰り広げている上位に対してしっかりと無失点に抑えられていることはポジティブだ。ここはチームの強みとなりつつあるだけに今節
も抑えたいポイントだ。
チームとしての強みがハッキリとしてきただけに、勝利への課題も明確だ。攻撃面では、ここ5試合でわずか2得点。いくら無失点に抑えても、得点を決め
なければ勝利を手繰り寄せることができない。あくまでチームの強みを大切にしながら、いかに攻撃をバランス良く、アップデートさせていけるかがチーム
としての次の階段を登るためには最重要ポイントだ。
その中でチームは新たなトライも試みている。「守備を安定させてから攻撃したい」（望月一仁監督）という意図で第27節・松本戦から3バックを採用して
いるが、ビルドアップ時には右CBの藤嵜智貴が右SBのような立ち位置を取る可変システムに挑戦している。もちろんまだ発展途上の段階ではあるが、
更なる攻撃の質をしっかりと追い求めている。「本来なら長いボールも使うけど、ショートパスでも崩せるようにしていきたい。そこは時間がかかるが、積
み上げていけば少しずつ整備できていくと思う」。チームとしては一朝一夕ではいかないことを覚悟の上で挑戦の道を選んでいる。
だからこそ今節は結果が欲しい。ただＪ３リーグ初年度で快進撃を続けているいわきＦＣが相手なだけに一筋縄ではいかないだろう。その相手にホーム
で金星を飾れば、大きな一歩とできるはずだ。

VS Team｜ いわきFC ｜ 次のステップを踏み出せるか。ここがその正念場だ

¥��,���（税込）※数量限定

ユニフォームガチャ開催！
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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
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関係者受付
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【うみゃあもん工房】
富士山はんぺん �枚���円

【NEW YORK VENDYS】
チキンオーバーライス ���円

【RECANTO】
みしまコロッケ ���円

【金賞受賞 幻のから揚げ 沼津本店 】
幻のから揚げ ���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

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

【JET KITCHEN】
オムライス ���円

【唐良里】
珈琲 ���円／大学芋 ���円

【まるかわ製茶】
煎茶 ���円～�,���円

今季からアスルクラロ沼津の一員になった附木雄也は、27歳にしてＪリーグ初挑戦。国士舘大学卒業後は、東京ユナイテッド
FCやいわきＦＣ、そして前所属のＦＣ大阪を経て念願の舞台にたどり着いた。そして沼津に加入すると、開幕からスタメンに定
着。シーズン途中に腰の怪我を理由にメンバーを外れる時期もあったが、即戦力のセンターバックとして存在感を示している。
真のリーダーになれる資質を兼ね備えているセンターバックだ。これまでもＦＣ大阪やいわきＦＣでもキャプテンマークを任さ
れてきた経歴もある。クラブからも「若手を引っ張ってほしい」ということを期待され、それは沼津での日常の中でも垣間見える。
練習中に気になるポイントがあれば、チームメイトとのコミュニケーションを欠かさず、相手のことを気遣いながら会話を図る力
がある。それは試合中にも常に欠かさない。そんなコミュニケーションを図る姿を見ていると、人間としての器も感じさせる。
「自分のキャラでもあるし、若いチームなので求められているタスクだと思っている。サッカーを全員でやっているんだという認
識を持ってほしいし。一人で点を取るわけでも一人で守り切れるわけでもない」。
サッカーはみんなで作り上げていくもの。その本質を知っている。そう思えるきっかけとなったのは、現在鹿島で指揮官を務める
元日本代表の岩政大樹氏との出会いだった。岩政氏と一年目に在籍した東京ユナイテッドFCでチームメイトだった附木は、そ
の背中を見てこう感じたと言う。
「自分に入ってこない言葉は、違う言葉をチョイスできるし、試合中の声かけやパフォーマンスの部分はこうなりたいと思った。
試合中に鳥肌が立つんですよ。試合の締め方や背中での見せ方を見て、これが日本代表なんだ、鹿島なんだと。その出会いが一
番大きかった」。
リーダーとしてだけでなく、センターバックとしても尊敬してやまない。その偉大な背中こそが附木が目指すセンターバックとし
ての理想の姿だ。

「岩政さんがよく言っていたのは、（センターバックは）存在感や覇気だからと。相手をいかに寄せ付けないか。それが全てだと。サッカーがうまい、下手で
はなく、その存在感を試合中にどれだけ出せるかというのをずっと言われてきた」
極端なことを言えば、マッチアップするフォワードが無意識のうちに避ける。いかに相手に”嫌だな”という感情を芽生えせられるかがセンターバックとしての力
量を示す。そんな片鱗が前回のホームゲームの松本戦で見られた。前半からバチバチとやり合っていた松本のFWルカオが後半は、附木がいる左サイドを避け
始めた。前半からファウルギリギリの激しいコンタクトで、相手と駆け引きし続けてきた結果が相手にとって”嫌な相手”という認識に変わった証だ。
東京ユナイテッドFCを退団する時に岩政氏から贈られた言葉で大切にしているものがある。 
「結局、最後はセンターバックで試合に勝たせる。試合に出ていても勝たせられなかったら価値がない。その言葉をめちゃくちゃ意識している」。 
そんな理想のセンターバックに少しずつ近づいていく姿を、附木雄也にはこれからも期待していきたい。

「やっとスタートラインに立つことができた。プロの世界は憧れで夢だった」

人権パレード

全力ステージ

●��:��～ キューバンパーカッション（国際交流フェア）

●��:��～ ズンバダンス（国際交流フェア）

●��:��～ Grandeur Special ����（国際交流フェア）

●��:��～ インドタゴール舞踊（国際交流フェア）

●��:��～ ハワイの古典及び現代フラ（国際交流フェア）

●��:��～ 交通安全クイズ

●��:��～ 人権クイズ

��：��～スタート！

ひとりで悩まずご相談ください

おにぎりアクションに参加！
おにぎりの写真をハッシュタグ「#OnigiriAction」をつけて
SNS（Instagram, Twitter, Facebook)で投稿しよう！
NPO法人TABLE FOR TWO Internationalを通じてアフリカ・アジアの子どもたちに給食をプレゼントできます！

本日は数量限定で「ホル衛モン」「うみゃあもん工房」「LUANA COFFEE」にて
おにぎりを販売！ ご協力よろしくお願いします！

2023シーズンパスを10月30日八戸戦より販売いたします！
詳細は後日公式ホームページにてお知らせいたします！


