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今節のマッチプレビュー 

小林庸尚 

関敏史 

遠藤雄二 

高野修栄 

箕輪圭祐 

秋谷直紀 

小林俊介 

益子義崇 

森本恭介 

小野優二 

神村秀斗 

2016関東サッカーリーグ1部前期5節 
@栃木県グリーンスタジアム 

vs tonan前橋 
 

 ヴェルフェたかはら那須はリーグ4試合を終え、ここまで負けなし
の2勝2分。3連勝がかかっていた前節はスコアレスドローに終わった
ものの、今季初の無失点。今日の試合は昨季のチーム得点王であるが、
今季まだ1得点と不完全燃焼の29森本恭介の得点に期待したい。 
 対するtonan前橋は今季、J2のザスパクサツ群馬、JFLの栃木ウー
ヴァFCから選手を補強。ここまでは1勝1分2敗。関東サッカーリー
グ在籍通算11年目。 
 昨季の対戦成績はヴェルフェの1勝2分。リーグ戦では2引き分け
(△0-0、△1-1)。全社の代表決定戦で勝っている(◯2-1)。 
 リーグ優勝を狙うためにはここで勝点3を獲得し、上位2チームと
の差を埋めたいヴェルフェ。tonanは隣県の群馬のチームということ
もあり、ホームでは絶対に勝利を手にしたい。 

24 

1 GK 小林庸尚 のぶ 1983/4/11 16 MF 清水空 そら 1997/4/11
2 DF 箕輪圭祐 みの 1993/1/25 17 MF 東郷慎 みの 1990/9/25
3 DF 上沢拓也 うえ 1988/4/13 18 MF 小野達也 たつや 1992/5/2
4 DF 鷹觜倫弘 とも 1984/11/6 19 FW 神村秀斗 しゅーと 1993/6/21
5 MF 益子義崇 よしたか 1991/11/10 20 MF 村尾將二 しょーじ 1991/1/9
6 MF 秋谷直紀 あき 1990/11/8 21 GK 中田亮 りょう 1991/5/19
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 27 DF 高野修栄 しゅうえい 1979/1/8

10 MF 小野優二 おゆう 1990/4/19 28 FW 寺内快登 てら 1997/8/17
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.前節を振り返って   
 勝ち点3を狙ったが、引き分けに終
わって残念だった。 
決定機はあったので決め切る力をつけ
ていきたい！自分の判断ミス、技術ミ
スがあったので改善したい！ 

Q.今季の個人目標 
 二桁得点 

Q.みなさまへのメッセージ 
 いつも暖かい応援ありがとうございま
す！もっともっと応援してもらえる様な
プレーをしますので、サポーターの皆さ
んも大人数で何度も会場に足を運んで頂
ければ嬉しいです。 
今シーズンも選手、フロント、サポー
ター、全員で「共闘共感」しましょう！ 

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 

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.注目してほしいところ 
 気持ちのこもったプレー 

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 
 チーム全員で勝ち点3をとりたい！ 
 試合を決める働きをしたい！ 

  

２９  森本恭介  
所属歴:東青山ＦＣ 
       →廿日市ＦＣ 
       →広島皆実高校 
       →大分大学 
       →カマタマーレ讃岐 
       →栃木ウーヴァＦＣ 

2016関東サッカーリーグ1部前期4節 
4/24(日)13:00キックオフ@矢板運動公園陸上競技場 
△0-0 vs エリースFC東京 
 

 前半は均衡した試合展開。立ち上がり、自陣でプレーする時間
が多かったヴェルフェは11関敏史のドリブル突破や、19神村秀斗
の裏への抜け出しで、エリースゴールに向かうもシュートまでは
打たせてもらえない。お互い要所を締めたディフェンスで前半は
スコアは動かずに終了。前半のヴェルフェのシュート数は2本。 
 後半に入り、ヴェルフェが決定機を何度か作る。61分フリーキ
ックを直接狙い、壁に当たったこぼれ球を11関がボレーで狙うも
ゴールを超えていく。74分右サイドから10小野優二がクロスを上
げ、途中交代で入った7高秀賢史が右足で合わせるがこれもゴール
頭上。81分8髙橋祐樹が右に展開。それを受けた29森本恭介が中
の6秋谷直紀に合わせシュートを放つが、これもゴール上へ。結局
、相手ゴールを割ることができないまま試合終了。3連勝とはなら
なかったが、ここまでリーグ4試合を終え負けなしを維持した。 

熊本地震災害に対する 
義援金募金 

 

 このたびの平成２８年熊本

地震により、亡くなられた
方々の御冥福をお祈りすると
ともに、被災された方々に対
し、心よりお見舞い申し上げ
ます。 
 会場のグッズ売り場に募金
箱を設置いたしました。みな
さまからの貴重なご寄付は、
被災された方への支援活動な
どに活用いたします。温かい
ご支援をよろしくお願いいた
します。 

新加入選手のお知らせ 

16 清水 空(シミズ ソラ) 
【ニックネーム】そら 
【アピールポイント】チャンスメイク 
【意気込み】少しでも早くみんなに追いつ  
        く追い越す 
【生年月日】1997年4月11日 
【年齢】19歳 
【身長】162cm 
【体重】65㎏ 
【血液型】AB型 
【出身地】沖縄県 
【所属歴】 
小学校(1種):本部JFC 
中学校(2種):屋部中 
高校(2種):矢板中央高 
               那覇西高 



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 

スポーツ振興くじ助成事業 

ＧＫ ＤＦ ＤＦ ＤＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ 

ＦＷ ＭＦ 

ＭＦ 

ＦＷ ＭＦ ＦＷ ＭＦ ＭＦ 

ＭＦ ＦＷ ＧＫ ＭＦ ＭＦ ＤＦ ＤＦ ＦＷ 

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! 
いいね！ や フォロー お願いします！  

ＭＦ 


