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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9節@矢板運動公園陸上競技場 
vs tonan前橋 
 

 ヴェルフェは前節4-0と快勝し、リーグ戦6試合ぶりの勝利。
これでリーグ8試合を終えて2勝3分3敗 勝点9 リーグ順位は6
位。今日も勝点3を獲得し、少しでも上位陣に近づきリーグ
戦を折り返したいところ。対するtonan前橋は、ここまでの
アウェイ3試合で3敗(=2得点5失点)とアウェイを苦手にして
いるが、現在リーグ1位のVONDSにホームで勝利しており、
決してあなどれない。 
 ヴェルフェは今年ホーム3試合で9得点。1試合平均で3得点
とホームで力を見せている。ヴェルフェの形を作れれば、お
のずと結果は出るはずだ。 
 前期最終戦を勝利で締めくくり、来月の全社関東予選、そ
してホームで迎える後期初戦にいい形でつなげていきたい。 

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

前期9節、tonan前橋とのホームでの試合は、前期最終戦。 ここまでの8試合のヴェルフェ
の成績は2勝3分3敗。 前節4-0と快勝してチームの雰囲気も昇り調子の状態で この試合に
勝って成績を五分とし、リーグ戦を折り返したいところ。 tonan前橋は、リーグ戦ここまでの
アウェイの3試合で3敗(=2得点5失点)を喫しており苦手にしている。 ヴェルフェは、前の試
合の様にポゼッションをあげながらシュートで終わして試合を支配し、 より多くの得点をあ
げてホームで連勝したい。 



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.今年の小野選手の目標は？ 
 リーグ戦5得点5アシストすることです。  

Q.前節を振り返って？ 
 なかなか勝ちきれない試合が続いた中でチー
ム一丸となって最後まで集中して戦えたと思い
ます。 

Q.得点シーンを振り返って 
 今シーズンまだ点が取れておらず、チームに
迷惑をかけていたので、決めることができて 
良かったです。 

Q.この試合への意気込み 
 しっかりとチームとして準備をして、勝
ち点3を取れるように頑張ります。 

Q.サポーターのみなさまに一言 
 一生懸命頑張りますので、 
応援よろしくお願い致します。 

10  小野 優二  

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:  
宇都宮白楊高校～東京農業大学 

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 
○4-0 vs 日立ビルシステム 
得点:得点(アシスト) 
45+2分10小野優二(2東郷慎)、48分10小野優二(2東郷慎) 
71分5益子義崇、87分11関敏史(2東郷慎) 
 
 

5試合勝利がなくホームでなんとしても勝ちが欲しいヴェルフェは、
最下位ながらも勝ち数は2とヴェルフェよりも多い日立ビルシステ
ムとホーム矢板運動公園陸上競技場で対戦。 
 立ち上がりから試合はヴェルフェペース。しかし、何度も攻め込
む形を作るも引き気味に守っている日立ビルのディフェンスをなか
なか崩せないまま時間が経過。スコアレスで後半に折り返しかと思
われた前半ロスタイム、左サイドを抜けた2東郷慎選手のクロスを
10小野優二選手が押し込み先制。 
 後半開始直後にも10小野優二選手が相手DFの裏に抜け出しこの日
2点目となるゴール。その後も何度も攻めこむがダメ押しの3点目が
遠い。71分、交代で入った5益子義崇選手が右サイドをドリブルで
駆け上がり、相手キーパーの逆を取るシュート。これが決まり3点
目。さらには試合終了間際、11関敏史選手がペナルティエリア付近
から鮮やかなシュート。今季初ゴールとなるシュートを決め、試合
終了。ホームで6試合ぶりの勝利を手にした。 

U-12 
ヴェルフェたかはら那須U-12は第
1回関東少年サッカー大会栃木県大
会塩谷・南那須地区予選会にて優
勝いたしました！ 
この結果、来月からの県大会出場
も決めています。 
トップチームだけでなく、子ども
たちの活躍にもご注目いただけれ
ば幸いです！ 

・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！ 

タオルマフラー 
Tシャツ 
近日入荷予定 

早稲田ユナイテッド 
vs 

山梨学院大学ペガサス 
の勝者 



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 


