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今節のマッチプレビュー 

小林庸尚 

関敏史 

上沢拓也 

高野修栄 

箕輪圭祐 

秋谷直紀 

髙橋祐樹 

益子義崇 

進藤圭介 

小野優二 

森本恭介 

2016関東サッカーリーグ1部後期9節 
@矢板運動公園陸上競技場 

vs 東京23FC 
 

 ヴェルフェたかはら那須は今季ここまでリーグ順位を4位としてい
る。ホーム矢板でのリーグ最終戦。勝って有終の美としたいところ。
27高野修栄は昨季に引き続きフィールドプレーヤーでは唯一、今季
ここまでリーグ戦全試合フル出場。今年、37歳。若手にも負けては
いない。最終ラインから味方を鼓舞し、闘志あふれるプレーに注目
したい。 
 対する東京23FCは前節リーグ初優勝を遂げ、JFL昇格チームを決
める全国地域サッカーチャンピオンズリーグへの出場権を手にして
いる。前期にヴェルフェに勝ってからリーグ戦9連勝中。10連勝を目
指して挑んでくるだろう。 
 前期の東京23FCとの対戦ではアウェイで●0-2で敗れている。 
 リーグ最終戦。ホーム矢板で負けて終わるわけにはいかない。前
期の借りを返し、いつも応援していただいているみなさまに感謝の
気持ちを勝利という結果で表したい。 
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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 
 DFとして2失点してしまったことが非常に

悔やまれる。2点以外にも失点してもおかし
くない場面が何度もあったので改善して最終
節に臨みたい。 

Q.みなさまへのメッセージ 
   泣いても笑っても今シーズン最後のリーグ戦で

す。観に来てくれた方々にスカッとしてもらえる
試合にしたいと思います。自分たちが自然と応援
してもらえるプレーを見せられれば・・・。 

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 

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 
 今季最終節ですが、優勝したチームでもあるの

でチャレンジャーのつもりで全力でぶつかりたい。
チーム一丸となり90分を通して集中してプレーす
ることで最終的に勝って終えたい。 

  

27  高野修栄  
所属歴:作道小学校 
       →新湊南部中学校 
       →新湊高校 
       →ルネス学園金沢 
    →立正大学 
    →栃木SC 

2016関東サッカーリーグ1部後期8節 
9/18(日)13:00キックオフ 

@さくら市総合公園さくらスタジアム 
○5-2 vs ジョイフル本田つくばFC 
 

 試合は19分こぼれ球を19神村が収め冷静に狙い定めたシ
ュートが決まりヴェルフェが先制。その後も攻め込んでいた
ヴェルフェ。28分、40分と立て続けにうPKを獲得。これを
29森本、22進藤が決めて3点を奪う。しかし、43分にミド
ルシュート、前半アディショナルタイムに直接FKを決められ
2失点し、前半終了。 
 後半立ち上がりはつくばペース。あわやという場面がいく
つかあったが、なんとか耐える。ヴェルフェは攻めあぐねる
時間が続く。追加点をなかなか奪えないヴェルフェであった
が、79分こ6秋谷直紀のミドルシュートで4点目を奪う。さ
らに83分コーナーキックを5益子が頭で合わせて5点目を奪
う。そして試合終了。今季最多得点を奪い勝利した。 

・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 
ぜひこの機会に足つぼマッサージを受けてみてください！ 
 

・先着100名様に 
 ヴェルフェオリジナルステッカープレゼント！ 
→グッズブースにてスタッフにお声かけください。 
 

・試合後セレモニー 
今季リーグ最終戦となりますので、試合終了後にみなさまに選手から
あいさつをさせていただきます。選手からのみなさまへの感謝の言葉
を聞いていただければ幸いです。 

Q.今季ここまでを振り返って 
  今季に関しては個人的には失点に絡むこと

も多く情けなく思っている。チームに安定感
をもたらすことができていない。この順位に
いる責任を感じている。 

今シーズンも応援ありがとうございました！ 
今季のホーム矢板での試合は今日が最後となります。 
もっと応援していただけるチームになれるよう努めていきますので、
来季もよろしくお願いいたします。 



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 


