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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

【Ｊリーグ声出し応援に関するガイドライン】 
・声出し応援は、声出し応援対象エリア（各ゴール裏芝生席）のみ可。
  非対象エリアやコンコース、場外での声出し応援は不可。
・声出し応援エリアにおける飲酒は禁止。
  アルコール飲料の持ち込みも不可。
  ソフトドリンクによる水分補給は可能。
・声出し応援実施時の食事は禁止。

・声出し応援時は常に不織布マスクを着用する。
・声出し応援時は常にピッチの方向を向く。
・声出し応援時は常に他者との身体的距離を確保する。
・肩組みやハイタッチ、指笛、「密」をつくる応援は禁止。
・１度決めた席（場所）からの移動は禁止。
・感染拡大防止対策上問題となる行為（ガイドライン違反）が
  改善されない場合は、退場とする

【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。

【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／Kollectパートナーズ法律事務所／株式会社三ツ星不動産サービス
株式会社Global sports management

【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／静岡東都医療専門学校／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／株式会社三ツ星不動産サービス／株式会社 Global sports management

【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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11/20 sun
第34節

14:00 KICK OFF 愛鷹広域公園多目的競技場

VS テゲバジャーロ
宮崎

スペシャルマッチ
～三島市サンクスサポートデー～

Matchday Programme vol.17

MF # 14
徳永 晃太郎

Kotaro Tokunaga



新しい出会いと感動を

愛 鷹 広 域 公 園

※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静岡県赤十字献血センター
B雅心苑
C全力応援BOX
Dスルガ銀行
Eアスル女子
F静岡県東部児童相談所
　沼津市こども家庭課

G沼津財務事務所
H沼津市民憲章
　推進協議会

I三島市
Jピュアクリーニング

Kあしたか太陽の丘
LPOLA
M第一生命
NPENALTY
Oグリュック
PJT＆沼津市危機管理課
Q東京電力パワーグリッド
R明治安田生命
S沼津警察署
TLUANA COFFEE（11:50～）
Uベアードビール（11:50～）

イベントブース ��：��～

J3RANKING

（2022年11月13日 現在）
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いわきＦＣ
藤枝ＭＹＦＣ
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
愛媛ＦＣ
テゲバジャーロ宮崎
福島ユナイテッドＦＣ
ヴァンラーレ八戸
ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
ＦＣ岐阜
アスルクラロ沼津
カマタマーレ讃岐
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
ＳＣ相模原

※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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Writing by 森 亮太

azul
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MF #14
徳永 晃太郎
●1996.11.10生まれ
●大阪府出身
●165cm / 60kg

●選手経歴
－ 立正大学淞南高校
－ 桃山学院大学

VS Team ｜ テゲバジャーロ宮崎 ｜ 3月に開幕したＪ３リーグもいよいよ最終節

佐藤尚輝選手 Ｊリーグ通算100試合出場達成記念グッズ

佐藤尚輝選手Ｊリーグ通算100試合出場記念

Ho-Lo-STYLE
ペアマグカップ
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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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【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

【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

【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

【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

JEWELS
三島市お楽しみ抽選会

全力ステージ
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猫の踊り子ミミ

SKYs³マジックショー

加藤学園高校チアリーダー部 SHINE☆STARS

アスルクラロ沼津サラ川受賞者発表

沼津警察署交通安全啓発

ミュージックパトロール

��：��～スタート！

【Luce】
国産苺サンド ���円

AZUL
GOODS

各種SNS・HPは
こちらから!

Q1：まずはこれまで、どんなサッカー人生を歩んできたかを教えてください。
幼少期（1歳～11歳まで）はシンガポールに住んでいました。日本でサッカーがやりたいと親に言ってチームを探すために6年生の2学期
に帰国しました。中学生と高校生は、試合にも全く絡めず、中学ではBチーム、高校は僕らの年代から選手権の登録が30人になって、そ
の26番目の選手でした。大学2年の頃にやっと自分が表現できるようになって試合に出られるようになりました。良い指導者と巡り会え
て自分の良さを引き出してもらい、この世界に入ることができました。
華やかなサッカー人生ではないですよね（笑）。

Q2：試合に出られない時期が長く続いた時にサッカーを辞めようと思いませんでしたか？　　　　　
正直に言えば、サッカーを辞めようかなと思っていました。大学は英語を専攻して選ぶか、サッカーで選ぶかをすごく迷いました。ただ、
自分の中でやり切れていない思いがあったので、スポーツ推薦とかではなく、入試を受けて桃山学院大学に進学しました。

Q3：その決断にはどんな思いがありましたか？
高校では自分の長所を活かし切れなかったという思いがずっとありました。まだできると思っていたし、だからこそ諦めなかった。その
時期は本当にどん底だったので、とにかくもがいていた感じであまり覚えていませんが・・・（笑）。どこかでまだやれるという思いはあり
ました。
 

Q4：当時の挫折がいま活きていると思うことはありますか？
高2の時にトップチームでプリンスリーグに出場できていた時期もありましたけど、そこから使われなくなってしまった時に自分自身
がメンタル面も、プレー面も継続できなかった。高校時代はそこから選手としての立場が上がることはなかったですけど、その悔しさ
を一度味わった上で大学に入ったので、この4年間はどんな形でもやり切ろうと決意していました。大学1年生の時もトップチームに
は絡めなかったけど、そこでやり続けられた要因は高校自体に味わった挫折だと思っています。

Q5：大学ではどんなチャンスが巡ってきましたか？
大学1年生の時に所属していたカテゴリーのコーチが2年生の時にトップチームのヘッドコーチになって、2年生の春にあった遠征でトップチームに連れて行ってもら
えました。当時は、『ここで結果を残さないと、次はないぞ』と言われましたが、そこで何とかトップチームに残ることができました。2年生の前期はトップチームで全く
試合に絡めませんでした。それでもやり続けてきて怪我やいろんなチーム状況があって巡ってきた出番の時に、１試合で結果を残せたことが大きかったです。 

Q6：どんな心境で壁を乗り越えてきましたか？
考え方としては、スポーツ推薦で入っている訳でもないし、失うものは何もなかった。トップチームにいられることに満足はしていませんでしたけど、まだまだでき
るという気持ちになっていたので、そのために準備し続けることが大事だと学びましたね。

Q7：今節は今季ラストゲームです。応援してくれたファン・サポーターへのメッセージをお願いします。
この一年間、応援していただいたありがたい気持ちと下位に低迷してしまっていることへの申し訳ない気持ちがあります。静岡県東部地域を盛り上げるためには
僕たちが結果を残さないと盛り上がらない。そのためにファンやサポーターの方が応援してくださることもすごく重要でありがたいことです。それに対して、僕た
ちが勝利することでいろんな方々に『観ていて面白いよ』、『来たら絶対に楽しいよ』と思う試合がもっとできれば、スタジアムに観に来てくれる方も増えると思う
ので、その期待に応えられるようにこれからもやり続けていきます。
今後も応援、サポートをよろしくお願いいたします。
一年間ありがとうございました。最後は勝って終わりましょう！

継続力。「このままサッカーができるまでやり続ける」

（続きはホームページにて・・・）

ホームでの今季ラストゲームは、この一年の集大成を見せたい。
今季は苦しい戦いが続いたアスルクラロ沼津。特に後半戦は、勝点を思うように積み重ねられず、第25節・富山戦（1○0）での１勝のみ。それでもチームは、徐々に内容
では手応えをつかみ始めている。前々節・福島戦（0●2）は、シーズン途中から指揮をとっている望月一仁監督が「攻撃面は就任後一番良い内容だった」と語るほど、数
多くの決定機を創出すれば、前節・愛媛戦（1△1）の前半は、主導権を握りながら3試合ぶりに先制にも成功した。その成長ぶりを指揮官はこう口にしている。「アグレッ
シブにいこうとしている中で段々と良くなってきている。今までのサッカーと180度変えたサッカーはできている。ただそこが結果に繋がらないというのが繋ぐチームの
宿命。今季一番の試合を目指して頑張っていきたい」。手応えを確信に変える今季ベストゲームを最後に見せたいところだ。
特に指揮官は、「ビルドアップが大幅に改善されて、落ち着いて動かせるようになった」ことをここ数試合での成長ポイントに挙げている。愛媛戦は、ボランチが本職の
鬼島和希と菅井拓也という急造センターバックコンビで臨んだが、今節はそこに出場停止明けとなる鈴木拳士郎が戻ってくる。自分たちのサッカーを表現する上でカ
ギを握る最終ラインの安定が今節もポイントになる。
もう一つの好材料は、ルーキーの前川智敬がプロ初先発というチャンスでプロ初得点をマークし、期待に応えたこと。その特別なゲームに臆することなく、序盤から積
極的に攻撃的なポジショニングを取り、39分には左足から先制点を記録。今節も積極的なチャレンジを期待したい。
対するテゲバジャーロ宮崎は、ここに来て調子を上げてきている。直近7試合負けなしをキープし、現在リーグ3連勝中。またこの期間に首位・いわき、2位・藤枝、3位・鹿
児島、4位・松本に対し、3勝1分け。勢いに乗っているアウェイチームを上回ることができるかが問われる一戦になる。

アンティークなホーロー風に仕上げた陶磁
器製のペアマグカップセットです。
デザインには佐藤選手よりこれまで支えて
くれたFAMILYに向け
たメッセージが込めら
れています。

【税込販売価格】￥3,500 数量限定

詳細は
2023シーズンパス
受付ブースまで!!

２０２３シーズンパス
販売中！

嬉しい特典満載！！！
新規会員：3,900円
詳しくはこちら▶

２０２３ファミリー会員
新規入会受付中！

 

試合後に最終戦セレモニー、愛鷹競技場新照明点灯式をおこないます。
ぜひ、最後までお楽しみください！


