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今節のマッチプレビュー 

小林庸尚 

東郷慎 

上沢拓也 

高野修栄 

遠藤雄二 

髙橋祐樹 

秋谷直紀 

益子義崇 

2015関東サッカーリーグ前期8節@矢板運動公園陸上競技場 
vs 日立ビルシステム 
 

 ヴェルフェは今季ここまで１勝3分3敗の勝点6。ここ５試
合勝ちなしと苦しい状況が続いている。対する日立ビルは
ヴェルフェと同じ勝ち点6だが、前節tonan戦で5試合ぶりに
勝利、また、勝てば最下位脱出となるため、その勢いに気を
つけたいところ。 
 ヴェルフェは今年ホーム2試合で5得点と、得点力で結果を
みせている。特にリーグ戦4得点、得点ランキングトップに
立つ#29森本はホーム2試合で3得点1アシストとホームでの
試合で結果を出しており、今日の試合での活躍にも期待した
い。 
 次の試合もホームゲーム。ホームゲーム2連勝で上位浮上
を狙うためにも、今節は絶対に勝利して、次節にいい形でつ
なげたい。 

関敏史 

小野優二 

森本恭介 

1 GK 小林庸尚 1983/4/11 のぶ 16 MF 山中俊輝 1992/5/24 やま
2 MF 東郷慎 1990/9/25 しん 18 MF 藤田和樹 1991/11/10 かずき
3 DF 上沢拓也 1988/4/13 うえ 19 MF 秋谷直紀 1990/11/8 あき
4 DF 鷹觜倫弘 1984/11/6 とも 20 MF 村尾將二 1991/1/9 しょーじ
5 MF 益子義崇 1991/11/10 よしたか 21 GK 中田亮 1991/5/19 りょう
6 DF 益子直樹 1991/7/4 なお 23 DF 加藤直樹 1991/6/19 かとー
7 MF 高秀賢史 1981/8/5 たかひで 24 DF 遠藤雄二 1976/6/21 ゆうじ
8 MF 髙橋祐樹 1990/9/12 ゆうき 25 FW 河昌浩 1988/8/25 ちゃん
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 DF 箕輪圭祐 1993/1/25 みの
13 MF 金子一輝 1993/1/5 かねこ 29 FW 森本恭介 1989/5/11 もり
11 MF 関敏史 1991/9/13 さとし 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



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.今季新加入、ヴェルフェの印象は？ 
  様々な年齢の選手がいる中で、コミュニケー

ションをよくとってチームとして一つになって
戦っていると思います。 

Q.関東リーグの印象は？ 
  球際の激しさは今までになく感じます。また、
観客の多さには驚きました。 

Q.リーグ初得点の感想は？ 
  何度もフリーキックのチャンスを与えてもらっ
てる中で決められてなかったので、今回こそは
という想いで蹴りました。イメージ通りに決
まってよかったと思います。 

Q.次の試合への意気込み 
  アグレッシブな守備から得点に絡んで、
チームの勝利に貢献できるよう頑張りま
す！ 

Q.サポーターのみなさまに一言 
  いつも応援ありがとうございます。サ
ポーターの方々のためにも必死に戦うの
で、是非ヴェルフェのサッカーを観に会
場まで足を運んでください。よろしくお
願いします。 

19 秋谷直紀 

ボランティアスタッフ募集中  

 ホームゲーム開催時や地域イベン
トの運営にご協力いただけるボラン
ティアを募集しています。  

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 

内容の詳細は裏面下部の問い合わせ先もしくはお近くのスタッフまで！ 

所属歴:  
 陽北中～宇都宮東高校～千葉   
 大学～FC.ICHIMURU 

2015関東サッカーリーグ前期7節 
@セキショウ・チャレンジスタジアム 

△1-1 vs ジョイフル本田つくばFC 
得点:72分19秋谷直紀 
 

前半#29森本や#8高橋のシュートで得点のチャンス
はあったが 0-0で折り返す。後半つくばに先制を許
してしまう。しかし、ヴェルフェも72分PAすぐ外ほ
ぼ正面で得たFKのチャンスに今季新加入の#19秋谷
が直接決めて同点に。その後、逆転を許したくない 
つくば のファウルからFKのチャンスを幾つか得た
ヴェルフェだったが得点には至らず。#9本田の
シュートなど惜しいチャンスもあったが、1-1のま
ま試合終了。 アウェイの地で2試合連続の引き分け
となった。 

グッズ入荷しました！ 
 品切れしておりました、グッズ
が入荷しました！ご購入はグッズ
売場まで！ 
・ステッカー300円 
・鉛筆(3本)300円 
・缶バッジ300円 
・定規300円 
・定規300円 
・下敷き400円 
・ドリンクボトル1,500円 



ユニフォームスポンサー 

スポンサー様募集中 

2015ヴェルフェたかはら那須選手一覧 

共に栃木県北地域をサッカーで盛り上
げていくためのスポンサー様を募集し
ております。詳しくは下記問い合わせ
先、もしくはお近くのスタッフまでお
声かけください。 

[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 


