
【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／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】
本試合は全エリアで声出し可能の100%収容で運営いたします。 厚生労働省（政府）の指針によりマスク着用は各自の判断にお任せいたします（声出しの場合も同様）。
ご自身のご体調にあわせた対応をお願いいたします。
【ご来場に際して】
(1)無理な来場は、勇気をもって見合わせていただくようご協力をお願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある場合）／陽性診断を受け医療機関等により行動制限を受けている場合（陽性診
断前でも検査で陽性判定を受けている場合）／同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合／濃厚接触者の指定などで公的機関より行動制限の要請を受けている場合

(2)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たご利用をお願いします
(3)その他、主管クラブが地域の感染状況などにより独自の感染対策を講じている場合があります。主管クラブの案内に従った対応へのご協力をお願いします
(4)周りのお客様への配慮を著しく欠くと運営側が判断した場合は注意や退場をご案内させていただく場合があります
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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。

Ⓐチキンハウス
Ⓑバンデロール

Ⓒ献血車両
Ⓓ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

【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～

【NEW YORK VENDYS】
チキンオーバーライス ���円

【杉初水産】
沼津めんち ���～���円

【桃中軒】
コロッケそば ���円

【古民家カフェharu】
スープカレー ���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～

●��:��～
選手
トークショー

��：��～スタート！

開幕スタメンを掴んだ新戦力・津久井匠海が思い描く青写真
「自分がチーム得点王になれるようにしていきたい」

横浜F・マリノスの下部組織出身の津久井
は、2020年7月に高校生ながらトップチーム
に昇格。これまで2種登録でユース所属選手
がトップチームの公式戦に出場することは
あったが、高校卒業を待たずにプロ契約を結
んだ前例のない男となった。だが、翌年から
は、JFLのラインメール青森で２年間期限付
き移籍。そして今季からは再び期限付き移籍
でアスルの一員となった。
 

このクラブに来てプレシーズンから自らの特長を発揮し、アピールを続け
てきた。特に2月12日に行われた関東学院大学とのトレーニングマッチで
は、体がゴールとは反対方向に向いていたところから逆サイドネットに突
き刺す強烈な一撃を仕留め、ベンチが響めくほどのインパクトも与えてき
た。このプレシーズンではここまでリーグ戦で２試合先発が続いている右
ウイングだけでなく、3トップの最前線の位置での起用もあり、「フォワー
ドも右サイドも中学や高校、JFLでも何度もポジションの入れ替わりは経
験してきたので、スムーズに適応できている」と二つのポジションで手応え
を掴んできた。

最も魅力的なのがフィジカルを活かした縦への推進力だ。相手に囲まれ
ていてもうまく体でブロックしながらゴリゴリと持ち運ぶパワフルなドリブ

 

ルは、開幕からの２試合でも随所に見せてきた絶対的な武器だ。「そこは
フォワードでも右ウイングでも絶対的な自信があるプレーなので活かして
いきたい」。その類まれなフィジカルは、高校時代にインターハイに出場し、
「ガンガンいく選手だったらしいのでそこは似ている」という父親から譲り
受けたもの。その推進力がチームに大きなものをもたらし始めている。
 
またここまでJリーグでの出場経験はなかったものの、開幕スタメンを掴ん
だカマタマーレ讃岐でJデビューを飾り、自身にとっても早々に大きな一歩
を踏み出した。「ピッチに入る前は緊張した」と語る中で、「チャンスクリエ
イトの部分はある程度できた」という“やれる”手応えも掴んだ。攻撃面だ
けでなく、守備でも前線で汗をかけるハードワークが“超・攻守一体”を掲
げるチームのスタイルに欠かせない選手となりつつある。
 
ただ、ここまでリーグ戦では無得点。「クロスを上げるだけではなく、フィ
ニッシャーとしての役割を担って自分がチーム内得点王になれるようにし
ていきたい」「沼津という街が本当に素晴らしくて、スタッフや周りのサ
ポーターの方も温かい。このク
ラブで勝利を分かち合って地
域全体を盛り上げていきたい」
と決意を語る20歳のアタッカー
のゴールで勝利に導く姿を期待
したい。
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ここまで順調なスタートが切れているVS ヴァンラーレ八戸

SCHEDULE J3RANKING
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ガイナーレ鳥取
ＦＣ琉球
ギラヴァンツ北九州
松本山雅ＦＣ
ＡＣ長野パルセイロ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ＦＣ今治
いわてグルージャ盛岡
ＳＣ相模原
カターレ富山

アスルクラロ沼津
ＦＣ大阪
カマタマーレ讃岐
ＦＣ岐阜
ヴァンラーレ八戸
奈良クラブ
愛媛ＦＣ
福島ユナイテッドＦＣ
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
テゲバジャーロ宮崎

2023年3月12日 現在

クリアファイル A4サイズ
300円（税込）

����イヤーブック

1,000円（税込）

クラブで初めて製作したYEAR BOOK。
ぜひ、お買い求めください。

AZUL GOODS
キャッシュレス決済対応

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！
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

開幕戦は、内容で相手を上回りながらも黒星スタートを強いられたが、
J3第2節のカターレ富山戦では、試合を通じて主導権を握った上で前半
には新戦力の持井響太が、後半には菅井拓也がゴールを決め、ホーム開
幕戦で初勝利を掴み取った。「開幕戦も内容はすごく良かったし、点を
決めていれば相手も崩れたと思う。だから富山戦はゴールを前半のうち
に取れたことが大きかったし、まだまだ課題はあるけど、勝てたことが1
番の収穫になった」（持井響太）。ピッチ上で“超攻守一体”のスタイルを
体現し切った選手たちのハードワークによって中山雅史新監督にとって
も記念すべき初勝利をプレゼントし、チームとしても大きな一歩を踏み出
すことができた。
 
これまでの２試合は、自分たちのスタイルをしっかりと体現できているこ
とで、主導権を握って試合を進められている。そのために安定感が欠か
せないビルドアップは、新体制で進化を見せているポイントだ。決してポ
ジションの概念に縛られることなく、サイドバックや中盤の選手が流動的
な立ち位置をとって、相手のプレッシャーを回避。富山戦も相手選手が、
「相手のポジショニングが良かったことで捕まえ切れなかった」と感じる
ほどのインパクトを与えることができている。そして選手自身もこう自信
を深めている。
 

「スペースを見つけて正しいポジションを取るというのはチームとして意
識している。スペースを誰かが開けたら、そのスペースに誰かが入ってい
く。その連動したサッカーができているので、周りの人が動いてくれるか
ら自分のところがフリーになっているので、全員で今は良いサッカーがで
きていると感じている」（持井響太）。
 
それだけに今節も、前節のようにチャンスをしっかりと仕留めていけるか
が大きな焦点になる。富山戦の前半は、ボール保持こそできていたもの
の、チャンス数では物足りなさがあったことも否めない。「もっと打てるタ
イミングがあった。シュートへの積極性も見せていきたい」と中山監督。
その判断はこの一戦でチームとして成長を示したいポイント。
 
そして今節ホームに迎えるのは、ここまで1分1敗と初勝利を飾れていな
いヴァンラーレ八戸だ。J参入初年度の奈良クラブと対戦した前節は、前
澤甲気のゴールで先制したものの、後半に追いつかれて勝点1を分け合っ
ている。また2017年から4シーズン在籍していた前澤だけでなく、2017年
から2年間このクラブに在籍していた大西勝俉が今季から八戸のゴール
マウスを守っている。沼津サポーターにとって“古巣組”にも注目したいと
ころだ。

●Ⓑ

●Ⓓ

●Ⓒ

●Ⓐ

●Ⓔ
●Ⓕ

全力ステージ

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

チケット売場
総合案内所

#23FW
2002/4/30  179cm 75kg  群馬県出身
前所属：ラインメール青森

津久井 匠海
Takumi TSUKUI

アクスタ
800円（税込）

推し活
グッズ
発売！


