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予想フォーメーション 攻撃方向 
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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後期4節@矢板運動公園陸上競技場 
vs さいたまSC 
 

 ヴェルフェたかはら那須はここ4試合勝ちなし、後期開幕
から3連敗を喫し、なかなか調子が上がらない。順位は前節
から変わらず8位。 
 対する さいたまSCもここ7試合勝ちなし、勝点はヴェル
フェと同じ10であり、得失点差で順位を9位としている。 
 ヴェルフェは前期のアウェイさいたま戦では終了間際に
ゴールを許し、0-1で敗戦しているが、両チームともこの試
合に負けてしまうと最下位になる可能性がある。そのため、
文字通り 絶対に負けられない戦い であり、熱い試合になる
ことが予想される。 
 リーグ上位5チームと下位5チームで勝点差がついてきた状
況の中で、ヴェルフェはこの試合でなんとしても勝ち、意地
を見せたい。 

関敏史 

小野優二 

森本恭介 

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。 

1 GK 小林庸尚 1983/4/11 のぶ 18 MF 藤田和樹 1991/11/10 かずき
2 MF 東郷慎 1990/9/25 しん 19 MF 秋谷直紀 1990/11/8 あき
3 DF 上沢拓也 1988/4/13 うえ 20 MF 村尾將二 1991/1/9 しょーじ
4 DF 鷹觜倫弘 1984/11/6 とも 21 GK 中田亮 1991/5/19 りょう
5 MF 益子義崇 1991/11/10 よしたか 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
16 MF 山中俊輝 1992/5/24 やま、とし 監督 堀田利明 1975/4/29



【U-12 第1回関東少年サッカー大会栃木県大会優勝】 

ヴェルフェたかはら那須U-12は 
7月12日(日)第1回関東少年サッカー大会栃木県
大会にて優勝いたしました！ 
県で優勝という結果はクラブ初の快挙です！ 
この結果、8月22・23日に埼玉県で行われる関東
大会への出場権も獲得いたしました！ 
以下結果をまとめました 
1回戦 ○9-0 vs 合戦場フットボールクラブ 
2回戦 ○8-1 vs 藤原FC 
3回戦 ○2-0 vs 大谷東フットボールクラブ 
準々決勝 ○4-1 vs ともぞうサッカークラブ 
準決勝○3-1 vs FCアネーロ 
決勝○4-0 vs JFCファイターズ 

  

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.今季これまでの試合を振り返って   
 思い通りな結果が出てないですが残り全勝

の気持ちでいきたいです！ 

Q.ここに注目してもらいたいプレー 
 中に切り込んでからの左足のミドル 

Q.リーグ残り試合をどう戦っていくか 
  1試合1試合いい準備をしてチーム一丸と
なって戦っていきたいです！ 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！みな
さんの期待を裏切らないように一生懸命頑
張りますのでこれからも応援よろしくお願
いします！！ 

5  益子義崇  

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:  
 FCガナドール大田原～矢板中
央高校～作新学院大学 

2015関東サッカーリーグ後期3節 
                                @矢板運動公園陸上競技場 
●0-2 vs VONDS市原FC 
 
 

  酷暑の中での試合。拮抗した状況が続いていた
29分、ヴェルフェ自陣ペナルティエリア左からの
フリーキックを直接合わされて失点してしまう。
前半は1点ビハインドで終了。 
 後半開始早々VONDSの要所を狙った攻撃から、
左サイドを崩されグラウンダーのクロスを上げら
れ、ゴール前でフリーで待っていた相手選手に押
し込まれ2失点目を喫す。暑さの中、お互いに疲労
の色が見え始めた73分、29森本が右サイドを崩し
て上げたクロスをゴール前の7高秀賢史が合わせて
1点を返すが、反撃及ばす試合終了。後期開幕から
3連敗となってしまった。 

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.今日の試合への意気込み 
 とても重要な試合なので結果にこだわっ
て最後まで戦いたいと思います！ 

  

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！ 

【U-12 第3回福島ユナイテッドカップ優勝】 
ヴェルフェたかはら那須U-12は 
7月22・23日に福島市の十六沼公園にて行われ
ました第3回福島ユナイテッドカップで優勝いた
しました！ 
 

 



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 

スポーツ振興くじ助成事業 


