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【official Kits】 臼井国際産業株式会社／スルガ銀行株式会社／株式会社明電舎／沼津市／株式会社三ツ星不動産サービス 　　　【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　　　【Bibs】 株式会社イータス　　　【Bench Banner】 株式会社ル・グラン／富士酸素工業株式会社  
【Back Stand Gate Banner】 ダイハツ沼津販売株式会社　　　【Back Stand Bench Banner】 スルガ銀行株式会社
【Main Stand】 PENALTY／山本被服株式会社／株式会社時之栖／株式会社東京ウエルズ／スルガカード株式会社／西鉄旅行株式会社 名古屋支店

ホワイトウイングスグループ／株式会社バンダイナムコフィルムワークス  
【Back Stand】 臼井国際産業株式会社／スルガ銀行株式会社／株式会社明電舎／株式会社三ツ星不動産サービス／株式会社ＮＮＨ／株式会社コサウェル

株式会社沼津松長トラスト、近藤鋼材株式会社、株式会社マキヤ、山田車体工業株式会社 静岡放送株式会社、株式会社静岡新聞社、
株式会社マイナビ 静岡支社沼津支部／米久株式会社／丸王製紙株式会社／株式会社木村鋳造所 株式会社Global sports management／株式会社関建業
三和エンジニアリング株式会社／株式会社日弘商会／沼津ヤナセ株式会社／不二運輸株式会社／赤武エンジニアリング株式会社／Kollectパートナーズ法律事務所
滝野川自動車株式会社／株式会社サトウ商会 株式会社山崎工業／棟梁國際貿易株式會社

【Back Stand Banner】 株式会社静岡第一テレビ／株式会社大成工務店／株式会社伊豆フェルメンテ／聖隷沼津健康診断センター／株式会社アルファ
株式会社ライフ カノガワ自工有限会社／株式会社植松グループホールディングス／京丸うなぎ株式会社／ＳＢＳマイホームセンター株式会社
有限会社ＦＵＮ／株式会社セイア／Ａ－１スポーツクラブ長泉／株式会社日本ネオライズ

【Behind The Goal】 PENALTY／株式会社三ツ星不動産サービス／株式会社Global sports management／株式会社バンダイナムコフィルムワークス
長泉パーカライジング株式会社／株式会社エイテック／株式会社ブシロード／株式会社エンチョー／株式会社富士己工業／株式会社栗原商店 東名電機株式会社
有限会社アヴァンス／株式会社電業社機械製作所／株式会社伊藤工業／SETTES AUTOMOTIVE／U-GENE株式会社 株式会社グリュック
コンサルティングサポートサービス／有限会社金子電子工業／株式会社特電／株式会社エルムジャパン／有限会社古山鉄工所 城山産業株式会社
株式会社裾野中央自動車学校／株式会社イワサキ経営／有限会社三和サトウ／株式会社共和工機／株式会社近藤商店／株式会社鈴昇 株式会社facil
システムブレイン株式会社／合資会社ベアード ブルーイング／株式会社長野製作所／株式会社カドイケ／東海金属工業株式会社／有限会社晃永製作所
興栄電気工業株式会社／株式会社さくら工業／株式会社センス／株式会社ふじよし／株式会社財産ネットワークス静岡／株式会社微助人／富士共和製紙株式会社
スルガコンピューターサービス株式会社／日本ガス興業株式会社／医療法人社団幸俊会 南一色セントラル内科／協和警備保障株式会社 静岡営業所
伊豆箱根鉄道株式会社／静岡東都医療専門学校／株式会社くるまや／小林園株式会社／株式会社バンデロール 株式会社／WATS-progress／株式会社シンエイ
株式会社二十一世紀／株式会社アキノマネジメント

【Home Town Wear】 ららぽーと沼津　　　【Referee Bench】 沼津信用金庫　　　
【Entrance Gate】 有限会社エイチ・エスシー／ダイレクトワン株式会社／株式会社電業社機械製作所／株式会社清谷商店／窪田運輸株式会社　　　
【Sandpit Banner】 フジ物産株式会社／株式会社チキンハウス青木養鶏場／近江焼肉ホルモンすだく 沼津店・長泉店  
【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　　　
【Eco Station Partner】 コアレックス信栄株式会社
【Azulport Partner】 沼津市／株式会社望月商事／株式会社富士山ドリームビレッジ／丸一化成株式会社
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その他観戦マナー・ルールは
HPからご確認ください。

https://www.azul-claro.jp/
guide/rule/

【マスク着用について】
●スタジアム来場時にはマスクの携行にご協力ください。不織布製などウイルスの捕集効果の高いものを推奨します。
●スタジアムの敷地内で発声（会話・声出し応援・一次的な歓声・他飛沫の飛ぶ行為を含む）をされる場合は、必
ずマスクを着用してください。ただし、発声時に常に2m以上の対人距離の確保ができる場合は除きます。

●マスクを着用する際は、確実に鼻と口を覆うよう正しくご着用ください。
●スタジアムでのマスクの配布はございませんので、各自ご準備ください。

【場内において】
●入退場時やトイレ、売店等で待機列の整理の案内
がある場合は、案内に従ってください。

【禁止される応援スタイルについて】
●マスク不着用での発声行為（ただし発声中に常に
2m以上の対人距離がある場合を除く）
●飛沫を拡散させる道具、楽器、指笛等を、マスクを着
用せずに用いること
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スペシャルマッチ 
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中山 雅史
Nakayama Masashi



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。

Ⓐ明治安田生命
Ⓑバンデロール
Ⓒ海を守る洗剤量り売り
Ⓓグリュック
Ⓔチキンハウス
Ⓕさざ波商店

ⒼLUANA COFFEE
Ⓗベアードビール

イベントブース ��：��～

コンコース ��：��～

アスルキッチン・ブースオープン
シーズンパス購入者先行入場
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

【うみゃあもん工房】
富士山はんぺん�枚セット�,���円

【RECANTO】
ブラジル風三島コロッケ���～���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】
いちごチョコクリーム ���円

【静岡おでんごっちゃん】
おでん ���円～

【杉初水産】
沼津めんち ���～���円

【桃中軒】
コロッケそば ���円

【ホル衛モン】
ホルモン丼 ���円

【JET KITCHEN】
オムライス ���円～

【唐良里】
ブレンド珈琲 ���円～

【まるかわ製茶】
各種お茶 ���円～
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フルヤトモヒロさんライブ

JEWELS

藤木由貴さん
＆選手トークショー

��：��～スタート！

“新生アスル”として再出発を図るシーズンがいよいよ幕を開ける！！

昨季は15位に終わり、悔しさが残るシーズンを過ごしたアスルクラロ
沼津。巻き返しを図る今季は、“ゴン”こと中山雅史新監督を招聘し、
スタッフには鈴木秀人ヘッドコーチや田尻大基コーチ、高井蘭童コー
チ兼通訳、平野芳樹フィジカルコーチ、河崎拓也チーフトレーナーが
新たなスタッフ陣として加わり、サポート体制も盤石となった。
 
“新生アスル”として再出発を図る今季は、ハードワークを当たり前とす
る“超・攻守一体”なスタイルを新体制でチームに浸透させていく。
「前からプレスに行くし、前に素早く進んでいくスタイルで相手コート
でサッカーしたい」（菅井拓也）。チーム始動後は、その“アグレッシ
ブ”なスタイルをピッチで表現するために、ハードワークで高い基準を
要求する新指揮官の下で日常の練習から強度を高めてきた。プレシー
ズンでの選手たちの変化に「この強度を当たり前にしていかなければ
いけないし、その当たり前の強度をこのスピードのまま高めていきた
い」と手応えも感じ始めている。

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！

そのアグレッシブなスタイルの中で新戦力が重要なピースになり始め
ている。昨季は得点力不足に悩まされたことで補強ポイントだった前
線は、大卒ルーキーの和田育と横浜F・マリノスから期限付き移籍で
加入した津久井匠海の二人がプレシーズンでのアピールに成功し、開
幕戦での先発を掴み取った。また攻撃にアクセントを加える存在とし
て期待される東京ヴェルディから期限付き移籍でやってきた持井響
太も、攻撃面だけでなく守備でも豊富な運動量で、このスタイルの基
盤となるハイプレスのスイッチ役として開幕前のトレーニングマッチか
ら存在感を見せてきた。その他にも圧倒的なスピードと運動量を武器
とする安藤阿雄依やブラジルU-17代表経歴を持つラウール・スダティ
など楽しみな戦力が揃っている。
 
そこに在籍7年目を迎える菅井拓也やプロ15年目のシーズンを迎える
染矢一樹などJ参入後にこのクラブを引っ張ってきた選手たちが、若い
チームの先頭に立ってこのチームをいかにまとめていけるか。「自分が
できることを精一杯やりたい。良い時も悪い時も1年間通してあると思
うけど、チームが良い方向に向かっていけるように修正しながら1年間
戦っていきたい」と菅井拓也
は決意を語る。期待に胸を
膨らます新シーズン、”新生
アスル”の挑戦がいよいよス
タートする。
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“新生アスル”の新シーズンがいよいよ幕を開けた。

AZUL GOODS

VS カターレ富山

SCHEDULE J3RANKING
1.
2.
2.
4.
5.
5.
7.
7.
7.

10.

10.
12.
13.
13.
15.
15.
15.
18.
18.
20.

いわてグルージャ盛岡
松本山雅ＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
ガイナーレ鳥取
カターレ富山
鹿児島ユナイテッドＦＣ
カマタマーレ讃岐
ＦＣ今治
ＦＣ琉球
ＦＣ岐阜

ギラヴァンツ北九州
ＳＣ相模原
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
ＦＣ大阪
ヴァンラーレ八戸
福島ユナイテッドＦＣ
アスルクラロ沼津
奈良クラブ
テゲバジャーロ宮崎
愛媛ＦＣ

2023年3月5日 現在

2023
新商品
発売！

カッコいいマフラーが
出来上がりました！
スタジアムで巻いて、
掲げて、応援お願い
します！

キャッシュレス決済対応

キャッシュレス決済対応

一部店舗でキャッシュレス決済対応

カマタマーレ讃岐の敵地で迎えた2023シーズンの開幕戦。試合は、
終了間際に失点を許し、黒星スタートという悔しさが残る結果に終
わったものの、内容面ではポジティブな要素が数多く見られたことで
今後への期待が膨らむ新シーズンの幕開けとなった。
 
特に前半は、序盤こそ硬さがあったものの、時間と共に攻守の素早い
トランジションと安定したボール回しによってゲームを支配。ここ数年
間継続してきたポゼッションの部分で、選手がポジションに縛られな
い流動的な立ち位置を取りながら、選手同士が良い距離感で繋がっ
た上で、意図的なビルドアップから何度も相手ゴールに迫る迫力を披
露。相手を圧倒できた45分間は、“ゴールだけが足りなかった”と感じ
るほどのパフォーマンスを見せた。

それでも最終的には0-1という結果に終わり、“ゴールを奪う”という部
分は大きな課題が残ったことも明白だ。それだけにホーム開幕戦とな

る今節は、無得点に終わった前線の選手たちへゴールという結果を
最も期待したい。開幕戦では今季から背番号10を背負う佐藤尚輝と
新戦力の津久井匠海という両翼に、中央でDFラインの背後を果敢に
狙い続ける大卒ルーキーの和田育で構成される3トップがそれぞれの
持ち味を発揮し、数多くのチャンスを作ったものの、ペナルティエリア
付近でのフィニッシュワークは悔しさが残った。次こそ、初勝利を自分
たちで手繰り寄せるためにも新たな前線3枚にかかる期待はより一層
大きくなるだろう。
 
その中で迎える今節の相手は、カターレ富山だ。昨季シーズン途中に
就任した小田切道治監督が続投した富山は、開幕戦でY.S.C.C.横浜
に2-1で勝利し、好スタートを切っている。昨季までのベースがある
チームに対し、”新生アスル”がどこまで渡り合えるか。今季初勝利を
手繰り寄せられれば、大きな自信を手にできることは間違いない。
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全力ステージ

入場口にて
のっぽパンプレゼント！
※数には限りがございます。予めご了承ください。
※お一人様一つまで

JEWELS
ハーフタイム

ショー

全力ステージ

ビジター入場口

ホーム入場口

メインスタンド
入場口兼再入場口

グッズ売場

関係者受付

アスル
キッチン

アスル
キッチン

チケット売場
総合案内所




