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第51回関東サッカーリーグ1部前期4節 
@矢板運動公園陸上競技場 

vs 横浜猛蹴 
 

 開幕からアウェイでの2連戦を2連勝で終えているヴェルフェた
かはら那須。前節は荒天で延期となったため、消化試合が1試合
少ないが、現在3位に付けている。 
 対するは昨季の1部昇格初年度にリーグ3位という結果を残した
横浜猛蹴。得点王、アシスト王も横浜猛蹴の選手。昨季得点数で
はリーグ1位。今季も前期1節◯4-2、2節◯3-2と打ち合いの試合
を制し、その攻撃力は脅威。 
 昨季の対戦成績は1勝1敗(ホーム◯3-2、アウェイ●0-1) 
 堅守のヴェルフェvs攻撃力の横浜猛蹴という構図。 
 ここから昨季の上位陣との対戦が続く。なんとしてもホームで
勝点3を勝ち取り勢いに乗り、上位陣との戦いに臨んでいきたい。 

1 GK 小林庸尚 のぶ 1983/4/11 18 MF 小野達也 たつや 1992/5/2
2 DF 箕輪圭祐 みの 1993/1/25 19 FW 神村秀斗 しゅーと 1993/6/21
3 DF 上沢拓也 うえ 1988/4/13 20 MF 村尾將二 しょーじ 1991/1/9
4 DF 鷹觜倫弘 とも 1984/11/6 22 MF 進藤圭介 けいすけ 1993/5/27
5 MF 益子義崇 よしたか 1991/11/10 23 MF 加藤直樹 かとー 1991/6/19
6 MF 秋谷直紀 あき 1990/11/8 24 MF 岸田茂樹 しげ 1979/6/10
7 MF 高秀賢史 たかひで 1981/8/5 25 MF 平山起光 てる 1994/8/6
8 MF 髙橋祐樹 ゆうき 1990/9/12 26 MF 佐藤秀人 しゅーと 1990/9/30
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 小池巧真 たくま 1998/4/21
11 FW 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 30 FW 鈴木大葵 ひろ 1994/9/20
14 FW 阿久津草太 そーた 1992/2/24 31 DF 齋藤竜偉 りゅうい 1993/9/1
15 MF 小林俊介 しゅん 1993/4/26 40 GK 宍戸誠司 しし 1978/5/7
16 FW 佐々木祐太 ゆーた 1996/2/10 41 GK 掛田悠輔 かけ 1992/9/24
17 MF 東郷慎 しん 1990/9/25 監督 堀田利明 1975/4/29



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 

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 

2017ヴェルフェfée会員募集中 
(旧サポーティングメンバー) 

口数 金額 ｴﾝﾌﾞﾚﾑﾏｸﾞﾈｯﾄ タオル Tシャツ
1口 ¥10,000 ● ●
2口 ¥20,000 ● ● ●

口数 金額 ｴﾝﾌﾞﾚﾑﾏｸﾞﾈｯﾄ タオル Tシャツ
1口 ¥30,000 ● ● ●
2口 ¥60,000 ●(2枚) ●(2枚) ●(2枚)

口数 金額 ｴﾝﾌﾞﾚﾑﾏｸﾞﾈｯﾄ タオル Tシャツ
1口 ¥5,000 ●
2口 ¥10,000 ● ●

個人会員 

法人会員 

レディース会員 

入会特典(全会員共通) 
1．会員証  
fée会員に加入していただいた皆様に会員証をお送
りします。  
協力店で会員証をご提示いただけると各種サービス
を受けられます。 
※協力店・サービス一覧は公式HPにてご確認くだ
さい。 
 

2．会報の発行  
弊クラブの試合結果やニュース、下部組織の情報な
どを会報やメールで発行します。(年2回)  
 

3．ホームページにお名前掲載  
弊クラブのホームページにお名前、社名を掲載させ
ていただきます(ニックネーム可) ※希望者のみ 

※申込はグッズブースのスタッフまで！ 

クラブの活動をご支援いただくヴェルフェfée会
員を募集しております。 
※これまでの「サポーティングメンバー」から
名称を変更しました。 
※「fée」とはフランス語で妖精の意味。 

前節のハイライト 
第51回関東サッカーリーグ1部前期2節 
4/30(日)13:00キックオフ@流通経済大学ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 
◯3-0 vs 流通経済大学FC 
 

 試合は前半はスコアレスのまま終える。後半、54分中盤の6秋
谷直紀が前線に縦パスを入れると、それを受けた29森本恭介が
左に流し、走りこんだ10小野優二が右足で押し込み先制に成功
する。すると立て続けに60分右のコーナーキック。キッカーの
15小林俊介が走りこんできた2箕輪圭祐へグラウンダーのパス。
これをダイレクトでゴール前に入れると、ゴール前の6秋谷が押
し込み追加点を上げる。79分ゴールキックから競り合ったあと
のこぼれ球を19神村秀斗が裏に抜け出した15小林にスルーパス
。15小林はペナルティエリアに侵入し、相手DFを一枚かわし右
足のシュート。これが決まり3点目。これで開幕2連勝となった
。 

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.開幕から2試合を振り返って 
 連勝ということでチームはとても良
い雰囲気です。自分達のサッカーがで
きれば結果は必ずついてくると思いま
すので、細かいところを修正していき
たいです。 

Q.みなさまへのメッセージ 
 いつも応援していただきありがとうござ
います。皆様からの「頑張れ」という声が
とても力になっています。結果という形で
応えたいと思います。応援よろしくお願い
します！ 

Q.この試合の意気込み 
  難しい試合になると思いますが、次に
繋げるためにも絶対勝ちます！ 

  

１１  関敏史  
所属歴:中央小学校 
    →ＡＳ栃木 
    →宇都宮白楊高校 
    →道都大学 

Q.今季の個人目標 
 ハードワーク 

Q.注目してほしいところ 
 攻撃参加、戦う姿勢。 

presents 

トップチームホームゲーム後サッカー教室 
・参加チーム(参加者約100名) 
清洲FC、しおやFCヴィガウス、壬生ユナイテッドFC、Forza!、一般の参加
者様、ヴェルフェジュニアスクール生、ヴェルフェたかはら那須Ｕ-8・U-12 

タオルマフラー ２,０００円 

Ｔシャツ ２,０００円 

エンブレムマグネット ５００円 
エンブレムステッカー ２００円 

KSLパンフレット 
１,０００円 

グッズ情報(グッズブースにてお買い求めください！) 



スポンサー 

２０１７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 

ＧＫ ＭＦ ＤＦ ＤＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ 

ＦＷ ＭＦ 

ＭＦ 

ＦＷ ＭＦ ＦＷ ＭＦ ＭＦ 

ＭＦ ＦＷ ＭＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ ＭＦ 

ＦＷ ＦＷ ＦＷ 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!  
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サッカー教室協賛 


