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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7節@矢板運動公園陸上競技場 
vs ジョイフル本田つくばFC 
 

 ヴェルフェたかはら那須は前節苦しみながらも練習で力を入
れていたセットプレーから2得点し、東京23FCに勝利。1部
リーグ残留に向け大きな1勝を手にした。JFLからの降格の可能
性も考えると一つでも順位を上げたいところ。 
 対するジョイフル本田つくばFCはリーグ順位を3位に付け、
現在リーグ4連勝中。前々節では首位に立っていたVONDSにも
勝利している。また、リーグ優勝の可能性も残している。 
 ヴェルフェは前期のアウェイつくば戦では先制されるも、19
秋谷の直接FKで追いつき結果をドローとしている。 
 前期の結果はドローであるが、今のつくばには勢いがあり、
厳しい戦いが予想される。しかし、今日はホーム最終戦。観に
来ていただいているサポーターのためにも絶対に負けられない。 

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 関東少年サッカー大会 
ベスト8 

 

ヴェルフェたかはら那須U-12は8/21～23に開
催された関東少年サッカー大会に出場いたしま
した！ 
 

【試合結果】 
＜Hブロック＞ 
△1-1 vsザスパクサツ群馬(群馬) 
○1-0 vs那珂FCジュニオール(茨城) 
 

この結果リーグ戦を1位で通過！ 
 

＜1位トーナメント＞ 
準々決勝 
●0-5 vsバディーサッカークラブ(神奈川) 
 

フレンドリーマッチ 
●0-5 vsレジスタFC(埼玉) 
 
関東の壁は厚くベスト8という結果で大会を終
えました。 
この経験から今後のさらなる成長を期待したい
です！ 

  

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   
 思っているたような結果を出せていないが、
毎試合力を付け前進しているので、残り3試
合結果と内容が伴ういいサッカーを見せたい。 

Q.自身のアピールポイント 
 安定したゴールキーピングとファイティ
ングスピリット！！ 

Q.みなさまへのメッセージ 
 いつも応援ありがとうございます。
残り3試合ともに戦い、全勝して、喜
びを分かち合いましょう！ 

1  小林庸尚  

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:作新学院高校～
国際武道大学～大宮ア
ルディージャ～佐川印刷
ＳＣ～栃木ウーヴァFC 

2015関東サッカーリーグ後期6節 
         @栃木県グリーンスタジアム 
○2-1 vs 東京23FC 
 
 

  リーグ順位は7位と苦しい状況が続くヴェル
フェたかはら那須は、優勝するためには勝利がほ
しい東京23FCと対戦。 
 試合はすぐに動く。3分、セットプレーから
ゴール前に上がったボールを19秋谷直紀が押し
込み先制。しかしその後は東京23が支配率を高
め、前半は防戦一方のまま終了。 
 後半も変わらず東京23がボールを回す展開。
お互いに疲れの色が見え始めた78分、ヴェル
フェのコーナーキックから24遠藤雄二が頭で合
わせてゴール。守りの時間が続く中ほしかった2
点目が入る。しかし、85分東京23のカウンター
から失点。しかし残り時間必死に守り切り試合終
了。大きな勝点3を手にした。 

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.現在のチームの雰囲気 
 下を向くことなく、自分達のサッカーを
すれば必ず残留できると信じて、向上心を
持ったトレーニングが出来ている。 

  

全国社会人サッカー選手権大会 
組み合わせ決定！ 

  
 10月16日(金)より岩手県で開催され
る全国社会人サッカー選手権大会の
組み合わせが決定いたしました！ 
 

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 
 必ず勝って残りのアウェイ２連戦に向
けていい形でつなげたい。 



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 


