
NAGOYAOCEANS 2021-2022
Matchday program

VOL.7

12/5 (SUN)

13:15 KICK OFF

vs.

　No.8 ぺピータ【Fリーグ通算出場100試合目！】



東海リーグ次節は、12/11( 土 ) 開催！
サテライト注目選手は、岩橋直樹選手。

名古屋オーシャンズサテライトに入団し 3年目。

今シーズンはキャプテンを任され、ピッチでチームを

引っ張る。小柄だがフィクソとして後ろからチームを

支え、守備では球際で激しく競り合い、相手の攻撃の

芽を摘む。攻撃では、意表を突いたドリブルやパスで

決定機を演出する。攻守両面でチームを引っ張り、戦う

姿勢を見せる彼のプレーに注目。

■選手一覧

No. Pos. 　氏名 　　　　　　生年月日 　身長 /体重 　出身

 3 FP 伊藤　玄 　　　ITO Gen 　　　　　　1991.09.10 　171/71 神奈川県

 4 FP 空　涼介 　　　SORA Ryosuke 1998.07.27 　172/67 石川県

 5 FP 高橋　響 　　　TAKAHASHI Kyo 1997.08.05 　183/73 新潟県

 6 FP 北野　聖夜 　　KITANO Seiya 1996.12.09 　176/73 岐阜県

 8 FP 宿本　諒太 　　YADOMOTO Ryota 1991.12.15 　175/72 神奈川県

 9 FP 荒川　勇気 　　ARAKAWA Yuki 1997.09.23 　185/80 北海道

11 FP 滝沢　拓也 　　TAKIZAWA Takuya 1992.01.07 　178/76 神奈川県

13 FP 安井　嶺芽 　　YASUI Ryoga 1998.04.05 　170/60 新潟県

14 FP 小林　拓夢 　　KOBAYASHI Takumu 1997.07.16 　174/74 新潟県

21 GK 田淵　広史 　　TABUCHI Hiroshi 1999.06.18 　176/78 サンパウロ

22 FP 松井　大輔 　　MATSUI Daisuke 1981.05.11 　175/66 京都府

25 GK ピエ・リアン・アウン PYAE LYAN AUNG 1994.12.17 　180/75 マンダレー

29 FP 堤　優太　　　 TSUTSUMI Yuta 1998.10.07 　158/61 神奈川県

31 FP 井原　智 　　　IHARA Satoru 1988.01.31 　169/60 静岡県

33 FP 笠　篤史       RYU Atsushi 1997.07.02 　173/73 神奈川県

51 FP 黒田　智暉     KURODA Tomoki 2001.01.20 　161/64 岡山県

77 FP 菅原　健太     SUGAHARA Kenta 1999.01.28 　173/73 神奈川県

88 FP 樋口　未樹也   HIGUCHI Mikiya 1996.01.22 　173/70 静岡県

■スタッフ

役職                 氏名                                      国籍

監督 　　　　　　　　前田　佳宏　    MAEDA Yoshihiro 日本

アシスタントコーチ 　　田中　哲　      TANAKA Satoshi 日本

メンタルトレーニングコーチ　小泉　隆裕      KOIZUMI Takahiro 日本

アシスタントコーチ 　　伊藤　貴亮      ITO Takaaki             日本

コーチ 　　　　　　　　井原　智        IHARA Satoru             日本

ドクター 　　　　　　　　伊藤　悠祐      ITO Yusuke             日本

トレーナー 　　　　　　　　橋本　勇太      HASHIMOTO Yuta 日本

トレーナー 　　　　　　　　馬場　勇次      BABA Yuji             日本

フィジカルトレーナー 　　小菅　将樹　　  KOSUGE Masaki             日本

通訳 　　　　　　　　ウィン　チョータン　 Win kyaw than             ミャンマー

暫定順位 : 10 位 (15 試合 4勝 /4 分 /7 敗 )
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Todays OCEANS
前節、名古屋オーシャンズはエスポラーダ北海道と対戦。
開始 1分に吉川智貴のゴールで幸先良く先制するも、11 分に同点とされ、１－１
で第１ピリオドを折り返す。25 分にスパウットトゥエンクラーンがカウンターから
リードを奪う。しかし、26 分に同点にされ粘る北海道に苦戦を強いられる。
30 分に八木聖人のゴールで三度リードを奪う。39 分に北海道のパワープレーから
安藤が決め４－２で名古屋が勝利した。これで２連勝とした名古屋オーシャンズ。
最後はしっかりと勝ち切る王者の勝負強さで、勝ち点を積み重ねていきたい。
今節の対戦相手は、現在 10 位の Y.S.C.C. 横浜。元サッカー日本代表松井大輔が
加入した今、話題性のあるチームだ。中断期間前は４連勝もあり、好位置をキープ
していたが、中断期間明けから８戦未勝利と勝利に飢えている。前回の対戦では、
パワープレー返しで逆転され２－３で敗戦。名古屋にとしては同じ相手に連敗は
避けたいところ。ホームゲーム初開催の稲永スポーツセンターでリベンジしたい。
名古屋の注目選手は、現在得点ランキング２位のペピータ選手。今節の出場で
Fリーグ通算 100 試合目となる試合だ。
豪快さとテクニカルなゴールで魅せる名古屋の点取り屋。攻撃だけでなく、守備でも
相手の隙を突き、狙いを定めてボールを奪い自ら決定機を作り出す。どこからでも
ゴールを狙うぺピータ選手から目が離せない。
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イベント情報
オーシャンズの選手も参加！年末豪華版の個サルを体験！

キッチンカー情報

個サル 12/30
10:00～12:00

（木）
名古屋WEST フットサルクラブ

EN GO

NAGOYAOCEANS

【参加費】

お申込は、施設HPからご予約ください。（インターネットのみ受付 )

公式戦選手着用！
ユニフォーム

今年も開催決定！

イベント予告！

オークション
ユニフォーム
オークション

12.25
1.16

(SAT)

(SUN)

@オーシャンA

@千種 SC

【AWAYユニフォーム】

【HOMEユニフォーム】

■グッズショップ情報一般：1,800円 小学生：1,500円

Cafe infinity

初出店😍
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