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２０１６チームスローガンについて 

小林庸尚 

東郷慎 

上沢拓也 

高野修栄 

箕輪圭祐 

秋谷直紀 

髙橋祐樹 

益子義崇 

森本恭介 

小野優二 

神村秀斗 

＜込められた想い＞ 
ゲームで闘ってるのは選手だけではない。 
ヴェルフェを愛してくれる方々も闘ってる。 
共に喜び、共に悔しがり、共に笑い、共に苦しむ。 
全てを共に味わえるチームでありたい。 
 
という想いを込めています。 

1 GK 小林庸尚 1983/4/11 のぶ 15 MF 小林俊介 1993/4/26 しゅん
2 DF 箕輪圭祐 1993/1/25 みの 17 MF 東郷慎 1990/9/25 みの
3 DF 上沢拓也 1988/4/13 うえ 18 MF 小野達也 1992/5/2 たつや
4 DF 鷹觜倫弘 1984/11/6 とも 19 FW 神村秀斗 1993/6/21 しゅーと
5 MF 益子義崇 1991/11/10 よしたか 20 MF 村尾將二 1991/1/9 しょーじ
6 MF 秋谷直紀 1990/11/8 あき 21 GK 中田亮 1991/5/19 りょう
7 MF 高秀賢史 1981/8/5 たかひで 23 MF 加藤直樹 1991/6/19 かとー
8 MF 髙橋祐樹 1990/9/12 ゆうき 24 DF 遠藤雄二 1976/6/21 ゆうじ
9 FW 本田洋一郎 1983/4/10 ほんちゃん 27 DF 高野修栄 1979/1/8 しゅうえい

10 MF 小野優二 1990/4/19 おゆう 28 FW 寺内快登 1997/8/17 てら
11 MF 関敏史 1991/9/13 さとし 29 FW 森本恭介 1989/5/11 もり
13 MF 金子一輝 1993/1/5 かねこ 40 GK 宍戸誠司 1978/5/7 しし
14 FW 阿久津草太 1992/2/24 そーた 41 GK 掛田悠輔 1992/9/24 かけ

監督 堀田利明 1975/4/29



栃木南北決戦 ハイライト 

ピックアッププレイヤーインタビュー 

２０１６関東サッカーリーグ試合日程 

Q.今季にかける想い  
 目標である関東リーグ優勝、JFL昇格を
達成するのみ。 

Q.今季の個人目標 
・チームを勝たせるキャプテン、GKであ
ること 
・関東リーグベストイレブン Q.みなさまへのメッセージ 

 目標を達成するために、チーム一丸
となって全力で闘いますので、共に闘
い、共に喜びを分かち合えるシーズン
にしましょう！ 
今シーズンも、ヴェルフェたかはら那
須の応援を宜しくお願い致します！！ 

サポーティングメンバー募集中 
 クラブの活動をご支援いただくサ
ポーティングメンバーを募集してお
ります。ご加入はグッズ売り場ま
で！ 

会員区分 金額 ステッカー タオル Tシャツ
ブロンズ ¥3,000 ●
シルバー ¥5,000 ● ●
ゴールド ¥10,000 ● ●
プラチナ ¥20,000 ● ● ●

会員区分 金額 ステッカー タオル Tシャツ
ブロンズ ¥10,000 ● ●
シルバー ¥20,000 ● ● ●
ゴールド ¥30,000 ●(2枚) ●(2枚) ●
プラチナ ¥50,000 ●(2枚) ●(2枚) ●(2枚)

・個人サポーティングメンバー 

・法人サポーティングメンバー 

新発売！ 
・タオルマフラー 

1,500円 
・Tシャツ 

2,500円 

・今季の個人目標 
・前の試合を振り返って(試合
全体) 
・得点シーンを振り返って 
・次の試合への意気込み 
・サポーターのみなさまに一言 
 

この質問に回答お願いしま
す！ 

【関東予選2回戦】 
6/13(土)11:00KO @栃木県総合運動公園 
○2-０ vs 早稲田ユナイテッド 
得点:34分3上沢拓也、74分10小野優二 

【関東代表決定戦】 
6/14(日)12:00KO @宮城総合運動場 
○2-1 vs tonan前橋 
得点:31分29森本恭介、75分14阿久津草太 

全国社会人サッカー選手権大会出場決定!! 

6月13・14日に開催された全国社会人サッカー
選手権大会関東予選を勝ち抜き、10月に岩手県
で開催される本大会への出場を決めることがで
きました。 

タオルマフラー 

Tシャツ 

Q.注目してほしいところ 
 チームの一体感、ひたむきさ、全力
で闘う姿。 

会員区分 金額 ステッカー タオル Tシャツ
ブロンズ ¥3,000 ●
シルバー ¥5,000 ● ●
ゴールド ¥10,000 ● ●
プラチナ ¥20,000 ● ● ●

会員区分 金額 ステッカー タオル Tシャツ
ブロンズ ¥10,000 ● ●
シルバー ¥20,000 ● ● ●
ゴールド ¥30,000 ●(2枚) ●(2枚) ●
プラチナ ¥50,000 ●(2枚) ●(2枚) ●(2枚)

・個人サポーティングメンバー 

・法人サポーティングメンバー 

Q.この試合の意気込み 
 目標達成へ向けて非常に重要な一戦な
ので、勝ち点3を取って、いいスタート
を切りたい。 

  

1  小林庸尚  
所属歴:作新学院高校～
国際武道大学～大宮ア
ルディージャ～佐川印刷
ＳＣ～栃木ウーヴァＦＣ 

２０１６関東サッカーリーグ試合日程 

●2-3 vs 栃木ウーヴァFC 
2/27(日)13:00キックオフ@栃木市総合運動公園陸上競技場 
 
2年連続開催となった栃木南北決戦。 
相手はJFLに所属する栃木ウーヴァFC。昨年の栃木南北決戦では1-1
のドロー。 
試合は前半2失点。後半開始直後にも失点し、0-3とされる。 
しかし、ここからあきらめずに闘いPKを獲得し1点を返す。さらに、
裏に抜け出し、キーパーと1対1をしっかり決めて2点目。 
そのまま勢いを止めず攻め続けるヴェルフェ。2度目のPKを獲得する
が決められず。何度かシュートチャンスはあったが、スコアはそのま
まで試合終了。2回目の栃木南北決戦は敗戦に終わった。 



スポンサー 

２０１６ヴェルフェたかはら那須選手一覧 

[問い合わせ先]NPO法人たかはら那須スポーツクラブ  
〒329-2135 栃木県矢板市中195-1 TEL：0287-43-3189 FAX：0287−47−6135 MAIL：info＠t-nasu.com 

スポーツ振興くじ助成事業 

ＧＫ ＤＦ ＤＦ ＤＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ 
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ＦＷ ＧＫ ＭＦ ＭＦ ＤＦ ＤＦ ＦＷ ＦＷ 

ＧＫ ＧＫ 監督 

①ニックネーム 

②生年月日 

③身長/体重 

④出身地 

共闘共感していただける 
スポンサー様募集中！ 


