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今節のマッチプレビュー 

小林庸尚 

箕輪圭祐 

上沢拓也 

高野修栄 

秋谷直紀 

進藤圭介 

髙橋祐樹 

益子義崇 

森本恭介 

小野優二 

神村秀斗 

2016関東サッカーリーグ1部後期8節 
@さくら市総合公園さくらスタジアム 

vs ジョイフル本田つくばFC 
 

 ヴェルフェたかはら那須は今季ここまでで、7勝4分5敗。そのうち
後期は2勝2分3敗と負け越している。残る試合は本日と来週、ホーム
での2連戦。上位陣相手の戦いになるが、2連勝したいところ。前節
は新加入の22進藤圭介がリーグ戦初出場でフル出場。今節もどんな
活躍を見せてくれるか注目したい。 
 対するジョイフル本田つくばFCは前節首位の東京23FCに敗れ優勝
の可能性が消滅。リーグ2位の得点力に注意したい。 
 前期の対戦ではアウェイで◯1-0で勝利した。 
 お互いに優勝も降格もない状況での試合。しかし、このような試合
だからこそ、サッカー人として「目の前の相手には負けられない」と
いう気持ちで、お互いのプライドがぶつかり合う好ゲームになること
を期待したい。 
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1 GK 小林庸尚 のぶ 1983/4/11 17 MF 東郷慎 しん 1990/9/25
2 DF 箕輪圭祐 みの 1993/1/25 18 MF 小野達也 たつや 1992/5/2
3 DF 上沢拓也 うえ 1988/4/13 19 FW 神村秀斗 しゅーと 1993/6/21
4 DF 鷹觜倫弘 とも 1984/11/6 20 MF 村尾將二 しょーじ 1991/1/9
5 MF 益子義崇 よしたか 1991/11/10 21 GK 中田亮 りょう 1991/5/19
6 MF 秋谷直紀 あき 1990/11/8 22 MF 進藤圭祐 けいすけ 1993/5/27
7 MF 高秀賢史 たかひで 1981/8/5 23 MF 加藤直樹 かとー 1991/6/19
8 MF 髙橋祐樹 ゆうき 1990/9/12 24 DF 遠藤雄二 ゆうじ 1976/6/21
9 FW 本田洋一郎 ほんちゃん 1983/4/10 26 MF 佐藤秀人 しゅーと 1990/9/30

10 MF 小野優二 おゆう 1990/4/19 27 DF 高野修栄 しゅうえい 1979/1/8
11 MF 関敏史 さとし 1991/9/13 29 FW 森本恭介 もり 1989/5/11
13 MF 金子一輝 かねこ 1993/1/5 40 GK 宍戸誠司 しし 1978/5/7
14 FW 阿久津草太 そーた 1992/2/24 41 GK 掛田悠輔 かけ 1992/9/24
15 MF 小林俊介 しゅん 監督 堀田利明 1975/4/29



前節のハイライト 

ピックアッププレイヤーインタビュー 

ヴェルフェニュース 

Q.前節の試合を振り返って 
 全ての面において相手に負けていたと
思う。もっと中で声をかけ合って守備の
部分を修正していかないといけないと感
じた。 

Q.みなさまへのメッセージ 
  前節は大敗してしまいましたが、
ホームということで絶対に勝ちます。
応援よろしくお願いします。 

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。ご加入はグッズブースま
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 
 攻撃のところで、相手が嫌がるとこ
ろに侵入しゴールを奪う(個人) 
 闘うこと(チーム) 

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 
 前節はゴールを奪うことができな
かったので、ゴールを奪う。 

  

22  進藤圭介  
所属歴:向田ＳＣ 
       →湘南ベルマーレ小田原 
       →桐蔭学園高等学校 
       →順天堂大学 

2016関東サッカーリーグ1部後期8節 
9/11(日)15:00キックオフ@ゼットエーオリプリスタジアム 
●0-6 vs VONDS市原FC 
 

 試合は立ち上がりからVONDSペースで進む。6分、9分と立
て続けにVONDSにシュートを打たれる。すると18分にドリブ
ルからキーパーをかわされ失点。そのあとヴぇルエfも反撃を
見せる。2箕輪圭祐の左からのクロスを29森本恭介が頭で落と
して、8髙橋祐樹がシュート。しかし、これはゴール上へ。す
ると32分、コーナーキックから失点を許すと、38分、40分と
立て続けに失点。ヴェルフェはほとんど攻め手がなく、前半終
了。 
後半開始早々、ヴェルフェがコーナーからチャンスを得るも決
められない。その後は終始VONDSペース。耐えるヴェルフェ
であったが、67分ゴール前のパスワークから決められてしま
う。終盤の81分にもクロスを頭で合わせられ失点。VONDSに
圧倒され、悔しい敗戦となった。 

9/25(日)はホーム矢板でリーグ最終戦！ 
14:00キックオフ@矢板運動公園陸上競技場 
 

たくさんのみなさまのご来場お待ちしております！ 
 

・無料足つぼマッサージが受けられます！ 
12:00～13:45 先着5名様 
 

・先着100名様 
ヴェルフェオリジナルステッカープレゼント！ 
 

・ボクシングミット打ち体験ブース設置 
運営法人であるたかはら那須スポーツクラブのプログラム
「ソフトボクシング」で行っているミット打ちを体験してい
ただけます！ 
 

・試合後セレモニー 
試合後、選手よりあいさつをさせていただきます。 



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 
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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 

twitter 
@vertfee 

ヴェルフェたかはら那須 
公式Facebookページ 

クラブの最新情報や試合速報などを発信しています!  

ＤＦ ＭＦ 


