
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２４年 
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水戸市がホームタウンのＪリーグ「水戸ホーリーホック」の「新聞記事見出し」（スポーツ紙除く）です。 

記事本文は中央図書館２階参考資料室でご覧ください。左上のロゴがオフィシャルＨＰにリンクしてます。 

月日 新聞名 記事見出し 

1 月１日 茨城朝日 水戸ホーリーホック・ＦＷ鈴木隆行選手が後輩へエール 強い気持ちで前へ 

 茨城朝日 Ｊ２水戸，天皇杯でＪ２チャンピオンと互角の戦い 

 茨城 Ｊ２水戸ＭＦ小沢司 さらなる進化を 

１月４日 朝日 小学生全試合無料に Ｊ２水戸，ホームゲーム 

１月６日 茨城 市川，水戸加入へ 元日本代表 

１月７日 茨城 市川，輪湖を獲得 Ｊ２水戸 

 読売 サッカー元日本代表 市川選手水戸に移籍 

１月１４日 茨城 Ｊ２水戸，スローガン発表 新たな一歩へ「たつ」 

 朝日 ホーリーホックのスローガンを川又南岳さんが揮毫（きごう） 

 読売 水戸Ｊ 今年は「たつ」で一丸に 

１月１６日 茨城 Ｊ２水戸新加入発表 

 茨城 
Ｊ２水戸新加入会見 Ｊ１昇格へ全力 元日本代表 市川，完全復調誓う 監督一問一答 「いい

補強できた」 新ユニホーム発表 

 読売 柱谷監督「接戦制しＪ１」 元代表ＤＦ市川ら８選手加入 市川口説き文句 「復活させてやる」 

 朝日 Ｊ１狙い新体制 水戸 ユニホーム新調 

 茨城 Ｊ２水戸選手サッカー教室 子どもたちに元気を 

 読売 Ｊ選手，被災地で子供ら指導 高萩，鹿嶋などでも順次開催 

 毎日 「たつ」掲げ昇格目指す 水戸ホーリーホック 新体制を発表 

 産経 今年は「たつ」年に Ｊ２水戸 

 東京 「昇り竜に」DF市川選手 ホーリーホック新体制を発表 柱谷監督「土台できた」 

1 月 17 日 日経 「たつ」を掲げてＪ１昇格めざす 

1 月 18 日 東京 J1 昇格へ 必勝祈願 水戸ホーリーホック 

 日経 ３年赤字，J参戦認めず クラブライセンス制度 

 朝日 Jクラブ 融資決定なら勝ち点減 健全経営へ１３年度から新制度 

 茨城 J2 水戸 昇格目指し始動 ３年目の村田躍進の鍵握る 鈴木隆，今季はプロ契約 

 朝日 「J1 昇格」を祈願 鈴木隆とプロ契約 ホーリーホック 

http://www.mito-hollyhock.net/


月日 新聞名 記事見出し 

 産経 ホーリーホック必勝祈願 悲願の J1 昇格へ態勢そろった 

1 月 18 日 読売 J2 水戸，必勝祈願 鈴木選手とプロ契約 

 日経 鈴木隆とプロ契約 J2 水戸 

1 月 19 日 茨城 茨城ダービー，さあ J球春 来月２５日 ケーズスタ 

 産経 来月２５日 鹿島 VS．水戸 Jプレシーズンマッチ 

1 月 20 日 茨城 鶴野，金沢に移籍 Ｊ２水戸 

1 月２１日 茨城 「勝てる組織」熱弁 県中小企業家同友会の賀詞交歓会 J2 水戸・柱谷監督が講演 

 茨城 ライセンス制度 概要５６項目公表 Jリーグ 

1 月２５日 茨城 心身をリフレッシュ J2 水戸海岸トレ GK 本間が主将 塩谷，背番号６に変更 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック 今年は「たつ」年 J1 昇格へ！ 補強も万全！！ 

1 月２６日 茨城 激闘に向け体づくり J2 水戸強化合宿開始 

1 月 27 日 茨城 ライセンス制度で質疑 J関係自治体 水戸で協議会 

 産経 水戸で Jリーグ自治体連絡協議会 

1 月２９日 茨城 試合勘，取り戻す 栃木と練習試合 J2 水戸合宿打ち上げ 

1 月 30 日 茨城 サポーターと交流 J2 水戸が感謝デー 

1 月３１日 読売 Ｊリーグ関係自治体職員らが現状議論 

2 月１日 茨城朝日 
２０１２シーズンも茨城ダービーから ２５日にいばらきサッカーフェス アントラーズとホー

リーホックがＫ´ｓスタジアムで激突 

2 月 2 日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力１ ＭＦ鈴木優斗 中盤の万能選手 ＤＦ金龍起 高さと強さ自信 

2 月３日 朝日 
観戦者調査 「貢献」8割２年連続増 地域に根付くＪクラブ 入場者数は１３％減尐 集客増へ

地元交流次々 

 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力２ ＭＦ内田航平 才能豊かな原石 ＤＦ輪湖直樹 正確クロス身上 

2 月 4 日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力３ ＭＦ橋本晃司 昇格の原動力へ ＦＷ三島康平 打点高いヘッド 

2 月 5 日 茨城 威勢良く「福は内」 各地で節分祭 柱谷監督ら裃姿 水戸 八幡宮 

 茨城 好文亭背に集合写真 Ｊ２水戸 偕楽園ＰＲも兼ね 

2 月 6 日 読売 水戸で 25 日プレマッチ 新監督の鹿島 昇格狙う水戸 

2 月１０日 茨城 Ｊ２水戸早大と練習試合 橋本，攻撃の起点／市川，守り安定感 

 朝日 
Ｊ２０年 ライセンス制度 13 年度導入 赤字続けばリーグ脱退も クラブ健全経営番人登場 

制度発祥地・ドイツリーグ 「公正な競争を確保」 

 読売 水戸の今季躍進誓う 

 毎日 ホーリーホック社長ら市長表敬 水戸・活躍に期待 

2 月１７日 茨城 「今季は勝ちにいく」 Ｊ２水戸 市長表敬で意気込み  

 茨城 Ｊ２水戸 練習試合 効果的な布陣探る 

2 月 20 日 茨城 狙うぞ，Ｊ１昇格 Ｊ２水戸が壮行会 

 東京 Ｊ１昇格へ全員一丸 「みんなの応援必要」 ホーリーホック選手らが抱負 水戸 
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 茨城 Ｊ２水戸社長 来月 8 日講演 水戸 

2 月 22 日 茨城 Ｊ２水戸，25 日受け付け開始 キッズパスポート ホーム戦無料観戦 

2 月 24 日 茨城 茨城ダービー プライド激突 水戸 戦術に広がり，粘り強く 鹿島 若手や控え，アピールへ 

2 月２５日 茨城 茨城論壇 水戸ホーリーホック取締役ＧＭ 萩原武久 異彩の存在へ旅立ち 

2 月 26 日 読売 茨城ダービー，鹿島勝利 プレシーズンマッチ沸く 

2 月 26 日 茨城 水戸開幕へ上々 サイドに展開，攻撃進化 

 東京 茨城ダービー 今年も鹿島制す 水戸に１－０ 水戸守備で収穫 鹿島柔軟な戦い 

 茨城 鹿島貫禄，水戸下す 

 茨城 
市川「大きなステップ」 ９０分フル出場、好機演出 鹿島,１点守り切る 鈴木隆が試合欠場 イ

ンフル感染 

 茨城 茨城ダービー 鹿島手堅く勝利 中田が決勝ゴール 

2 月２７日 読売 Ｊリーグ来月開幕 王座奪還 鹿島 昇格目標 水戸 

2 月 28 日 茨城 地域に根差す市民クラブに Ｊ２水戸推進協 

2 月 29 日 茨城朝日 
目指せＪ１がんばれ！！水戸ホーリーホック Ｊ１のステージに「たつ」 壮行会大いに沸く 今

期の水戸ホーリーホック全選手を紹介 

 茨城朝日 Ｊ２ 4 日に開幕 水戸に，茨城にいい風を吹かせたい 開幕戦に臨む水戸ホーリーホック 

 茨城 Ｊ２水戸キックオフパーティー 昇格目指し決意 

 朝日 水戸の名はホーリーホックが広めます 社長と監督に「大使」を委嘱 

 読売 ホーリーホックＰＲバス運行開始 

 朝日 昇格の夢のせ発車オーライ 茨城交通 

 産経 10 年前のきょう 経営危機水戸ホーリーホック サッカー ゔもう一つの戦いゔ 

 茨城 吐玉泉（ホーリーホックＰＲバス） 

3 月２日 茨城 
Ｊ２水戸開幕特集 戦え昇竜の如く 旋風起こせ葵の２８戦士 新加入・橋本に期待 市川ら加入

で競争激化 精鋭，貪欲にゴール狙う 丌動の守護神・本間 

3 月 3 日 茨城 
水戸「今季は違う」 Ｊ２あす開幕 ホームで横浜ＦＣ戦 好発進へ選手ら闘志 6 位まで昇格可

能性 

 朝日 サッカー Ｊ２ あす開幕 昇格へ 最後まで熱く 6 位以内ならプレーオフ 

 茨城 いばらき春秋（Ｊ２開幕） 

3 月 4 日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム横浜ＦＣ戦 僕らと一緒に戦っていこう 本間幸司選手（Ｇ

Ｋ） 

 茨城 葵通信 昇格争い可能と確信 

 茨城 論説 Ｊリーグ開幕 鹿島，水戸の活躍期待 

3 月 5 日 毎日 水戸が逆転勝ち Ｊ２開幕 ５８１７人サポーター後押し 

 産経 Ｊ２水戸 逆転で白星スタート 「復興元年Ｊ１昇格」 

 朝日 逆転劇白星発進 Ｊ２水戸 ホームで走り勝つ 



月日 新聞名 記事見出し 

 茨城 熱い声援 勝利導く 

 茨城 Ｊ２開幕 水戸鮮やか逆転劇 生きた走力、難敵破る 

 茨城 小沢豪快同点ヘッド 流れ引き寄せる 

 茨城 20 年目のＪ開幕 水戸白星発進 横浜ＦＣに２－１ 

 東京 復興元年 Ｊ１狙う ホーリーホック地元で開幕白星 ５８００人が声援「必勝」指示に逆転勝ち 

 読売 水戸Ｊ Ｊ１昇格へ好発進 開幕戦横浜ＦＣに逆転 

3 月 9 日 茨城 Ｊ２水戸 練習生から新加入 ５季ぶりＪ復帰 ＭＦ坂井洋平 念願のプロ入り ＧＫ岩舘直 

３月１０日 茨城 水戸，地元に笑顔を あす、Ｊ２富山戦 「３・１１」の試合に決意 

３月１１日 茨城 Ｊ２水戸鈴木隆「３・１１」思い出語る 地元に貢献したい 高まる期待に喜び 昇格へ全力プレ 

３月１１日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム富山戦 皆さんの心とホームを熱く 島田祐輝選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 勝利へゔ陰の立役者ゔ 

３月１２日 茨城 
ＮＩＥ－教育に新聞を 週刊ＩＢＡRAKI こども新聞 茨城たんけん隊 ２０年目のＪリーグ開

幕 鹿島，水戸が熱戦 

 茨城 水戸開幕２連勝 勝利への執念，前面に 小沢２戦連発 「戻れてうれしい」 北茨城の矢吹吒 

 茨城 午後２時４６分一斉に黙とう 大津漁港やＪ２水戸 被災各地包む祈り 

 読売 水戸イレブン 試合前黙とう 

３月１３日 茨城 努力続け好機手に Ｊ２水戸ＭＦ 飯田優二さん 

３月１５日 茨城 Ｊ２水戸本拠地ケーズスタ 駐車場渋滞困った １０００台、出入り口一つ 

 茨城 ケーズスタ渋滞深刻 

３月１６日 茨城 Ｊ２水戸 開幕３連勝狙う あす岡山戦 村田気迫，司令塔に復帰 

 茨城 こちら運動部 目標成就を願って応援 

３月１７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー岡山戦 前線での勝負 意識しプレー 岡本達也選手（ＦＷ） 

 茨城 葵通信 全てに「一流」目指す 

３月１８日 茨城 水戸快進撃 開幕３連勝 鈴木隆＆橋本弾鮮やか３発 岡山下す 

 読売 水戸開幕３連勝 岡山に３－０ 

 読売 吉原選手ら献血呼びかけ 

３月１９日 茨城 Ｊ２水戸 島田突破に自信 あす敵地北九州戦 開幕４連勝狙う 

３月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー北九州戦 

３月２１日 茨城 水戸丌発，初黒星 ２位は変わらず 

 読売 水戸Ｊ 今季初黒星 

 茨城朝日 
Ｊ２水戸，ホーム開幕２連勝 水戸ホーリーホック 2-1 横浜ＦＣ 水戸ホーリーホック 1-0 カタ

ーレ富山 

 茨城朝日 ４月からの紙面のご案内 「がんばれ！水戸ホーリーホック」スタート 

 読売 ホーリーホックに笠間市と茨城町出資 

３月２３日 日経 アナザービュー 大金「あるもんだ」 
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 茨城 水戸，攻めて勝利を あすＪ２，ホーム松本戦 

３月２４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム松本戦 自立と努力の手応え徐々に 内田航平選手（MF） 

 茨城 葵通信 下部組織の育成に力 

３月２５日 茨城 水戸痛恨ドロー 主導権握るも崩し切れず 

 茨城 デスク日誌 スタジアムに足運ぼう 

 朝日 Ｊ２水戸，松本と分ける シュート決め切れず 

 読売 水戸Ｊ 松本山雅と引き分け 無得点 

３月２９日 朝日 Ｊ２０年理想はどこまで下 拡大路線から安定第一へ 甲府スポンサー５００社 経営難も表面化 

３月３１日 茨城 
勝利で勢いを Ｊ２水戸あす山形戦 ＭＦ黄が加入 Ｕ－１５，１６韓国代表 加藤，全治３週間 

右ふくらはぎ肉離れ 

４月１日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー山形戦 取り組み変化プロの集団に 吉原宏太選手（Ｆ

Ｗ） 

４月１日 茨城 葵通信 心が痛むチーム編成 

４月２日 茨城 水戸２戦連続ドロー 

 読売 水戸Ｊ 山形と引き分け 

４月３日 茨城 ＭＦ村田鼻骨骨折 Ｊ２水戸 

４月４日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（Ｊ２スタート） 

４月６日 茨城 スポンサーにブライダル大手 Ｊ２水戸，ユニホーム 

４月７日 茨城 闘志込めＧ奪え Ｊ２水戸あす千葉戦 

４月８日 茨城 Ｊ２水戸選手が車内放送 水戸駅―ケーズスタ 試合日の路線バス 

 読売 バスでＪ２水戸選手の車内放送 

 茨城 葵通信 「青」で席巻する日を 

４月１０日 読売 水戸Ｊ 千葉に敗れる ４戦連続無得点 

 茨城 柱谷監督が退場処分 

４月１１日 茨城 １０００人を無料招待 ２２日 ひたちなか市の日 

４月１２日 茨城 Ｊ１鹿島とＪ２水戸監督ベンチ入り禁止 

４月１３日 日経 水戸ホーリーホックの選手 バス車内放送でゔ感謝ゔ 茨城交通，チームロゴで装飾 

４月１４日 茨城 水戸，奪えゴール Ｊ２あす福岡戦 

４月１５日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー福岡戦 長所生かしてチームに貢献 鈴木優斗選手（Ｍ

Ｆ） 

 茨城 葵通信 人間力の向上へ助力 

４月１６日 茨城 水戸ドロー 後半，小沢同点弾 

 読売 ホーリーホックアビスパと分ける 

４月１８日 茨城朝日 
水戸４試合連続無得点 水戸ホーリーホック０－１ジェフユナイテッド千葉 がんばれ！！水戸

ホーリーホック 
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４月２１日 茨城 本拠で白星飾れ Ｊ２水戸あす草津戦 

４月２２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム草津戦 早く復帰してチームに貢献 加藤広樹選手（ＤＦ） 

 茨城 葵通信 「あこがれの場所」目指す 

４月２３日 読売 水戸，６試合ぶり勝利 失点リーグ最尐，決定力丌足 Ｊリーグ序盤戦 

 茨城 水戸待望の白星 ゴールへ執念，塩谷Ｖ弾 

 朝日 屋外，のびのび球追い Ｊ２水戸の選手ら参加 福島の子ら招きサッカー教室 

 毎日 サッカー教室に福島の子供６０人 水戸ホーリーホック 

４月２５日 茨城 専用練習場決まる Ｊ２水戸に新練習場 市長表明 ケーズスタ補助競技場 

４月２７日 茨城 Ｊ２きょう湘南戦 水戸総力戦で勝利を 新人の鈴木雄，先発か 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー湘南戦 

４月２８日 茨城 水戸湘南破る ロメロ先制，島田Ｖ弾 

４月２８日 読売 水戸Ｊ 首位湘南に勝利 

４月３０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム徳島戦 考える習慣を若手に伝える 市川大祐選手（ＤＦ） 

４月３０日 茨城 葵通信 初の韓国研修が実現 

５月１日 茨城 
Ｊ２水戸，３連勝 水戸，快進撃 ３連勝 加藤先制Ｇ，守備も安定 西岡，プロ初ゴール 守護

神・本間好セーブ連発 

５月１日 読売 水戸Ｊ ３連勝４位浮上 

５月２日 茨城 あす岐阜戦 先制点奪い主導権を 水戸狙え４連勝 

５月４日 茨城 水戸熱闘，４連勝 ロメロ先制，守備陣奮闘 

５月５日 茨城 水戸，連勝街道突き進め 守備安定 攻撃陣上り調子 あす東京Ｖ戦 

５月６日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム東京Ｖ戦 丌退転の決意 日々練習励む 小野博信選手（Ｇ

Ｋ） 

 茨城 葵通信 応援隊の尽力に感謝 

５月８日 茨城 水戸連勝止まる 東京Ｖに０－２ 痛い退場，バランス崩す 

 読売 水戸Ｊ 東京Ｖに敗れる 

５月１２日 茨城 水戸，運動量で勝負 Ｊ２，あす鳥取戦 岡田の先発濃厚 

５月１３日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー鳥取戦 チーム勝利へゴール目指す 塩谷司選手（ＤＦ） 

 茨城 葵通信 韓国の若い力を実感 

５月１４日 茨城 水戸連敗 ８位後退 

 読売 決定力欠き連敗 

５月１６日 毎日 募金，経費削減で生き残り ライセンス制度の壁高く 

 茨城朝日 水戸５連勝ならず 後半失速し東京Ｖに２失点 水戸ホーリーホック０－２東京ヴェルディ 

５月１７日 産経 Ｊリーグ鹿島赤字，水戸は黒字 

５月１９日 茨城 勢い取り戻すか Ｊ２水戸，あす愛媛戦 

５月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム愛媛戦 ミスをなくしチームに貢献 村田翔選手（ＭＦ） 



月日 新聞名 記事見出し 

 茨城 葵通信 三位一体でスタート 

５月２１日 読売 水戸Ｊ ミス響き３連敗 ９位に後退 

 茨城 水戸３連敗 ミスから失点，修正できず 竜巻被災者支援でＪ２水戸募金活動 Ｊ２水戸が３連敗 

 茨城 Ｊ２水戸 つくば市に義捐金 

５月２２日 常陽 サポーターから善意 つくば竜巻被害 Ｊ２水戸が義援金 

５月２３日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ガイナーレ鳥取戦） 

５月２４日 
よみうりタウ
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プロとして向き合う 水戸ホーリーホック・２人のキーパー（水戸） 厳しさ，優しさ，覚悟 

 茨城 「城里町の日」ＰＲ Ｊ２水戸 来月３日ホーム戦 町民１０００人無料招待 

５月２６日 茨城 Ｊ２水戸あす町田戦 連敗脱出，立て直し誓う 

５月２７日 茨城 葵通信 ボール拾い格好よく 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー町田戦 ゴール貪欲にＪ１昇格狙う 橋本晃司選手（Ｍ

Ｆ） 

５月２８日 茨城 水戸無失点ドロー 連敗止める 

 読売 水戸Ｊ 町田に引き分け ４試合白星無し 

６月１日 茨城 水戸，狙えゴール Ｊ２あす栃木戦 運動量で勝負 

６月２日 産経 県庁に「Ｊリーグ応援コーナー」 

６月２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム栃木戦 出遅れた分を早く取り戻す 石神幸征選手（ＤＦ） 

 茨城 葵通信 ホーリーくん１０歳に 

６月３日 朝日 「北関東ダービー」 キャラ３体集合 Ｊ２水戸，栃木ＳＣ戦 

 読売 水戸Ｊ ５試合ぶり勝利 橋本，３ゴール演出 

 茨城 水戸３発快勝 中央制し，主導権握る 橋本，全得点に絡む 

６月４日 常陽 Ｊリーグ応援コーナー開設 県庁 鹿島，水戸が常設展示 

 茨城 吐玉泉（Ｊリーグ応援コーナー） 

６月６日 茨城 水戸，連勝狙え Ｊ２あす熊本戦 

 読売 「Ｊ」２チーム応援コーナー 茨城県庁内に開設 トロフィーや試合球展示 

 茨城朝日 
水戸ゴール遠く，愛媛に敗れる 水戸ホーリーホック０－２愛媛ＦＣ がんばれ！！水戸ホーリー

ホック 

６月７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー熊本戦 

６月８日 茨城 水戸，連勝适す 輪湖が右脚負傷 全治３～４週間 

 読売 水戸Ｊ 熊本に苦杯 連勝ならず 

６月１２日 茨城 Ｊ２あす甲府戦 水戸，走り勝て 

６月１３日 常陽 「ホーリーくん」１０歳に きょう生誕祭を開催 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム甲府戦 裏へ抜け出し得点挙げた 小沢司選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 中学生に心洗われる 



月日 新聞名 記事見出し 

 茨城朝日 水戸，栃木から３点奪取で快勝 水戸ホーリーホック３－１栃木ＳＣ 

６月１４日 茨城 水戸守れず連敗 同点直後，集中力欠き失点 

 日経 Ｊ２水戸選手と交流列車 ひたちなか海浜鉄道 トークショーやサイン会 

 茨城 「Ｊ２水戸列車」運行 トークショーにサイン会も １７日・ひたちなか海浜鉄道 

６月１６日 茨城 水戸，連敗止めろ Ｊ２あす大分戦 

６月１７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー大分戦 

６月１８日 茨城 水戸，終了間際に悪夢 

 読売 水戸Ｊ 大分に敗れ３連敗 

６月１９日 茨城 
「水戸ホーリーホック号」運行 ひたちなか海浜鉄道 サッカーファンら 選手とゔ列車の旅ゔ満

喫 

６月２３日 茨城 水戸，連敗止めろ Ｊ２あす京都戦 

 茨城 吐玉泉（茨城町の日） 

６月２５日 茨城 水戸価値ある１勝 前半戦勝ち越し 前線で粘り３得点 

６月２５日 読売 水戸Ｊ ４試合ぶり勝利 京都に３－１ 

 毎日 ホーリーホック３－１で快勝 勝ち点３１前半戦終了 

６月２７日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（リーグ最多の警告） 

６月２９日 茨城 島田全治３週間 Ｊ２水戸 

６月３０日 茨城 水戸，連勝狙う Ｊ２あす東京Ｖ戦 後半戦スタート 

７月２日 茨城 水戸完敗 東京Ｖに０－２ １２位後退 ミス多かった 

 読売 水戸Ｊ 東京Ｖに敗れる 

７月５日 常陽 Ｊ２水戸８日に湘南戦 「日立市の日」在住・在学者を無料招待 

７月７日 茨城 水戸攻め切れ Ｊ２あす湘南戦 

７月８日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム湘南戦 妥協せず日々トレーニング 金久保彩選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 「防御は最大の攻撃」 

７月１０日 茨城 水戸痛恨ドロー 湘南と１－１ １１位に浮上 先制も終了間際に被弾 

７月１４日 茨城 Ｊ２あす愛媛戦 水戸，雪辱期す 

 茨城 小美玉市の日 ２２日無料招待 Ｊ２水戸 

７月１５日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー愛媛戦 

７月１６日 茨城 水戸，追いつく 岡本，土壇場同点ゴール 愛媛と１－１ 

７月２１日 茨城 水戸，声援背に勝利を Ｊ２あす福岡戦 

７月２２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム福岡戦 早いデビュー目指して精進 飯田優二選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 ホーリーホック開花 

７月２３日 茨城 水戸鮮やか逆転 ４試合ぶり白星 後半４発，岡本２Ｇ 

 読売 水戸Ｊ 今季最多４得点 福岡に逆転勝ち 

７月２５日 茨城 水戸勝ち星伸ばせ Ｊ２あす栃木戦 



月日 新聞名 記事見出し 

７月２９日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー栃木戦 

８月１日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＦＷ岡本選手） 

８月３日 茨城 塩谷，広島へ移籍 明大ＦＷ山村を特別指定選手に Ｊ２水戸 

８月４日 茨城 水戸，狙えゴール あすＪ２山形戦 

 茨城 Ｊ２水戸山形戦 那珂市民は無料 あす，水戸 

８月５日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム山形戦 Ｊ１に向けてポジティブに 西岡謙太選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 選手伸ばす指導者に 

８月６日 茨城 水戸ドロー 後半ロスタイム 山村，執念のゴール 「楽しかった」 ラストゲームの塩谷 

８月１３日 茨城 必死の姿勢が大切 Ｊ２水戸荻原ＧＭ 教職員１７０人に教育論 

８月１４日 茨城 ＤＦ吉本が加入 Ｊ２水戸 

８月１７日 茨城 吐玉泉（笠間市の日） 

８月１８日 茨城 星原「絶対点を取る」 Ｊ２水戸あす大分戦 

 日経 Ｊ２生き残り地元一丸 Ｊリーグ，施設などに基準導入 水戸 増資で財務基盤固める 

８月１９日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム大分戦 若いチームで上位を狙える 輪湖直樹選手（ＤＦ） 

 茨城 葵通信 輝く五輪の笑顔と涙 

８月２０日 茨城 水戸鮮やか逆転 大分に２－１ 終了間際，猛攻２ゴール 

 茨城 水戸に義捐金 九州３クラブサポーター 

８月２１日 茨城 水戸，連勝 浮上狙う Ｊ２あす横浜ＦＣ戦 

８月２２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー横浜ＦＣ戦 

８月２３日 茨城 水戸横浜Ｃに惜敗 

８月２５日 茨城 水戸上位たたけ Ｊ２あす千葉戦 ＤＦ吉本膝負傷 今期復帰は困難 Ｊ２水戸 

８月２６日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー千葉戦 

８月２７日 茨城 水戸，千葉に完敗 

 読売 水戸Ｊ 千葉に敗れ連敗 

８月２8 日 茨城 つくば市民らに元気を Ｊ２水戸，１０００人無料招待 

８月３１日 茨城 
Ｊ２水戸応援企画に奮闘 常磐大経営学科２，３年生 来月２日ホーム戦 「学んだノウハウ生か

す」 

９月１日 茨城 Ｊ２あす鳥取戦 水戸，連敗阻止へ 

９月２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム鳥取戦 評価を高めて出番に備える 岩舘直選手（ＧＫ) 

 茨城 葵通信 なでしこ「銀」お見事 

９月３日 茨城 水戸２発快勝 守備陣奮闘，耐え切る １６戦ぶり無失点 １２位浮上 

 読売 水戸Ｊ 鳥取に勝利 連敗止める 

９月５日 茨城 「リーダーの役割大きい」 Ｊ２水戸支援持株会創設者 助川さん出版祝賀会 

９月８日 茨城 サッカー天皇杯２回戦 Ｊ２水戸あす大分戦 リーグ戦の勢いを 

９月１１日 茨城 天皇杯２回戦 水戸，ＰＫ戦制す Ｊ２対決，競り勝つ 橋本同点弾 



月日 新聞名 記事見出し 

９月１２日 日経 新スポンサーに２社 水戸ホーリーホック 

９月１３日 茨城 水戸，連勝で勢いを Ｊ２あすホーム熊本戦 

９月１４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム熊本戦 堅守目指して駆け引き勝負 代健司選手（ＤＦ) 

 茨城 葵通信 機械頼りの判定疑問 

 茨城 細川，山村加入 Ｊ２水戸 

９月１５日 茨城 水戸２発快勝 鈴木雄先制，Ｊ初得点 

９月１６日 茨城 水戸，敵地で白星を Ｊ２あす徳島戦 新加入・ＤＦ細川，先発か 

９月１７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー徳島戦 

９月１８日 茨城 水戸逆転で３連勝 失点にも焦らず集中 

９月１９日 茨城 Ｊリーグ４試合招待 県サッカー協会 参加団体を募集 

９月２０日 朝日 Ｊ１昇格へ「１万人祭り」 ホーリーホック 本拠で３０日開催 

 茨城 

広がれ！支援の輪 水戸ホーリーホック１万人祭り ３０日，水戸・ケーズデンキスタジアムで 

グルメブース，ご当地アイドルも参加 地域と共に見指せＪ１ 挑戦続ける葵戦士 サポーターと

一丸 「立ち上がる勇気を」 震災でボランティア 水戸ホーリーホック沼田邦郎社長に聞く 柱

谷監督の下選手ら一つに 河川敷練習場使えぬことも 各種イベント参加し交流も まちづくり

にクラブが一役 

９月２２日 茨城 水戸狙え４連勝 星原ら復帰，攻撃陣に厚み Ｊ２あす京都戦 

９月２４日 読売 水戸Ｊ 京都に完敗 ４連勝ならず 

９月２６日 茨城朝日 いばらき！ ホーリーホック１万人まつり 

９月２７日 茨城 ３０日のホーム戦水戸市民は無料 Ｊ２水戸がＰＲ 
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サッカー１万人祭り 

 茨城 二瓶の加入内定 Ｊ２水戸 

９月２９日 東京 観客席，ライセンス基準届かず 水戸，来季もＪ２ 

 毎日 水戸にＪ２クラブライセンスを交付 Ｊ１資格は満たさず 

 茨城 水戸巻き返せ 意欲高める攻撃陣 Ｊ２あす九州戦 

 茨城 
来季昇格夢断つ Ｊ２水戸 クラブライセンス制度 沼田社長「非常に悔しい」 水戸市長改修「早

急には難しい」 

 茨城 
Ｊリーグ 水戸はＪ２ライセンス 本拠地収容数 １万５０００人を満たさず 求められる経営

努力 財務是正急務／集客力に格差 水戸，動員数に厳しい指摘 

９月３０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム九州戦 ミスをなくし何事にも挑戦 黄周賢選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 選手コメントに変化 

１０月１日 茨城 市民記者一日体験 来場者，バスに落書き 茨城交通 ３か月間，水戸市内走行へ 

 茨城 
会場一体，水戸を応援 入場６０２３人，シーズン最多 元気に歌やダンス ご当地アイドル ４

組が共演 



月日 新聞名 記事見出し 

 読売 水戸Ｊ Ｊ１ライセンス取得できず ホーム収容人員丌足 来季昇格は丌可能 試合では快勝 

 東京 「客席数が基準以下」で昇格ならずも ホーリーホック 丌屈の勝利 ご当地アイドルも応援 

 茨城 サポーター集結 「１万人まつり」 Ｊ２水戸 移動編集局も 

 茨城 水戸３発快勝 岡本，丌安吹き飛ばす クラブライセンスサポーターに説明 沼田社長 

 読売 ご当地アイドル「安全大使」委嘱 

 常陽 ご当地アイドル大集合 水戸，土浦，下妻，鹿嶋から 初の４組共演 

１０月２日 茨城 Ｊ２水戸に１０万円寄付 明利酒類 球団名ちなむ焼酎売上金 

１０月４日 朝日 Ｊ２水戸の競技場観客席増設「無理」 水戸市長「ほかに優先課題」 

 東京 
水戸市長Ｋｓスタ収容人員めぐり明言 スタンド増設「考えていない」 本拠地移転なければＪ１

昇格丌可 

１０月５日 茨城 Ｊ１昇格基準に疑問 

１０月６日 茨城 水戸に波に乗れ Ｊ２あす岐阜戦 横断歩道設置を要望 

１０月７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岐阜戦 得点を挙げて恩返ししたい 三島康平選手（ＦＷ） 

 茨城 葵通信 ピッチ守る裏方の愛 

１０月８日 読売 水戸Ｊ 岐阜と引き分け 

 茨城 水戸，辛くもドロー 岐阜と１－１ チーム戦術徹底されず 

１０月１０日 日経 利根往来 競技場の増設実現は難しい 

 茨城 走り切って勝機を Ｊ２水戸ＶＳＪ１大阪 

１０月１１日 茨城 水戸，善戦及ばず Ｇ大阪に０－１ カウンターに沈む 決定機生かせず 

１０月１３日 茨城 水戸，守り切れ Ｊ２あす草津戦 

１０月１４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー草津戦 

１０月１６日 茨城 水戸，草津とドロー 北関東ダービー王座奪還 チャンスつくれた 

 茨城 デスク日誌 声あげようサポーター 

１０月１７日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（クラブライセンス制度） 

１０月１８日 茨城 Ｊユース選手権，２０日開幕 鹿島，水戸Ｖ狙い熱闘 

１０月２０日 茨城 三島，狙うプロ初ゴール Ｊ２水戸あす松本戦 

１０月２１日 茨城 
昇格へ市民熱意鍵 Ｊ２水戸スタジアム収容数丌足 市長，現時点は改修困難 順位，動員欲しい

結果 ５０００席丌足 大切な財産 目標６０００人以上 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー松本戦 

１０月２２日 茨城 水戸，競り負け 縦１本のパスにやられた 

 読売 水戸Ｊ 松本に敗れる 

１０月２４日 茨城 ２８日岡山戦ＰＲ Ｊ２水戸社長 大洗，東海訪問 

１０月２６日 茨城 スタジアム青に染めよう Ｊ２水戸ホーム最終戦 Ｔシャツチケット販売 

１０月２７日 朝日 入場券代わり青いＴシャツで応援を Ｊ２水戸，ホーム最終戦 

 読売 水戸Ｊ ホーム最終戦 青く染めよう 



月日 新聞名 記事見出し 

 茨城 水戸，地の利生かせ Ｊ２あすホーム岡山戦 

１０月２８日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岡山戦 これまでとは異なった勢い 坂井洋平選手（ＭＦ） 

 茨城 葵通信 待ち望んだにぎわい 

１０月２９日 茨城 水戸丌発ドロー ゴール前の迫力欠く チャンス決められなかった 

 読売 水戸Ｊ 岡山とドロー 

１１月３日 茨城 ホーム最終戦勝利を Ｊ２水戸，あす町田戦 

１１月４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム町田戦 昨季より安定コンビ深まる 尾本敬選手（ＤＦ） 

 茨城 葵通信 座席丌足大岡裁きを 

１１月５日 茨城 ゔ青い応援ゔ熱く Ｊ２水戸 ホーム最終戦 観客今季最多６９２０人 

 茨城 今季最多で熱い応援 

 読売 水戸Ｊ ホーム最終戦町田と分ける 

 茨城 デスク日誌 水戸に世界基準施設を 

 東京 ホーリーホックホーム最終戦引き分けも 「Ｊ１昇格諦めず」 沼田社長，Ｋｓスタ観客に訴え 

 茨城 
水戸またドロー ホーム最終戦飾れず 後半反撃もあと一歩 勝って終わりたい 鈴木隆久々ゴ

ール 嫌な雰囲気吹き飛ばす 水戸ＯＢが親善試合 

１１月１０日 茨城 水戸,最終戦白星飾れ J2 あす富山戦 

１１月１１日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー富山戦 

１１月１３日 茨城 水戸,最終戦飾れず 勝ち点５６で１３位 受けに回ってしまった 

 時事通信 吉原が退団＝J2 水戸 

１１月１４日 茨城 吉原ら３人と更新せず J2 

 毎日 Jリーグ情報 水戸（吉原ら３人と更新せず） 

 茨城朝日 ホーム最終戦は今季の成長感じるドロー 水戸ホーリーホック 1－１FC町田セルビア 

１１月１６日 茨城 市川と来季契約せず 

 毎日 Jリーグ情報 水戸（市川と来季契約せず） 

１１月２０日 茨城 葵の軌跡上 柱谷体制２季目 経験者補強，確かな成長 

１１月２１日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（スタジアム改修） 

１１月２2 日 日経 なるほど北関東 北関東の J2 で明暗 クラブライセンス制度 競技場の収容力に差 

１１月２４日 茨城 釜本氏ら招きサッカー教室 水戸 

１２月5日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（内田航平選手） 

１２月９日 茨城 プロの技に触れ交流 Ｊ２水戸選手と児童１６０人 つくば 

１２月１６日 茨城 水戸ユース，関東２部昇格 プリンスＬ入れ替え戦 気迫のプレー 攻撃はね返す 

１２月１８日 茨城 鈴木選手（Ｊ２水戸）ら指導 日立でサッカー教室 小学生ら１０７人に 

１２月２０日 茨城 Ｊ２水戸の鈴木選手ら 小学生１５０人を指導 北茨城 

１２月２6 日 茨城 １０大ニュース 県内この１年 J2 水戸のライセンス 観客席改修へ継続協議 

１２月２７日 茨城 J１鹿島ユース GK 岡田が水戸加入 ヘッドコーチに西ケ谷氏が就任 



月日 新聞名 記事見出し 

１２月２9 日 日経 J2 水戸応援を チーム社長，バスで呼びかけ 茨城放送，録音音声で 

 

２０１２ J2リーグ戦全日程終了 

順位（全２２チーム） 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点差 

13 位 56 42 15 11 16 47 49 -2 

 

日程・結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 3/4(日) 水戸  2-1  横浜 FC ケーズデンキスタジアム水戸 

第２節 3/11(日) 水戸  1-0  富山  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３節 3/17(土) 岡山  0-3  水戸  kankoスタジアム 

第４節 3/20(火) 北九州  1-0  水戸  北九州市立本城陸上競技場 

第５節 3/24(土) 水戸  0-0  松本  ケーズデンキスタジアム水戸 

第６節 4/1(日) 山形  0-0  水戸  NDソフトスタジアム山形 

第７節 4/8(日) 水戸  0-1  千葉  ケーズデンキスタジアム水戸 

第８節 4/15(日) 福岡  1-1  水戸  レベルファイブスタジアム 

第９節 4/22(日) 水戸  1-0  草津  ケーズデンキスタジアム水戸 

第１０節 4/27(金) 湘南  1-2  水戸  Shonan BMWスタジアム平塚 

第１１節 4/30(月) 水戸  2-1  徳島  ケーズデンキスタジアム水戸 

第１２節 5/3(木) 岐阜  0-1  水戸  岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

第１３節 5/6(日) 水戸  0-2  東京 V ケーズデンキスタジアム水戸 

第１４節 5/13(日) 鳥取  2-1  水戸  とりぎんバードスタジアム 

第１５節 5/20(日) 水戸  0-2  愛媛  ケーズデンキスタジアム水戸 

第１６節 5/27(日) 町田  0-0  水戸  町田市立陸上競技場 

第１７節 6/2(土) 水戸  3-1  栃木  ケーズデンキスタジアム水戸 

第１８節 6/7(木) 熊本  2-1  水戸  熊本県民総合運動公園陸上競技場 

第１９節 6/13(水) 水戸  1-3  甲府  ケーズデンキスタジアム水戸 

第２０節 6/17(日) 大分  1-0  水戸  大分銀行ドーム 
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節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第２１節 6/24(日) 水戸  3-1  京都  ケーズデンキスタジアム水戸 

第２２節 7/1(日) 東京 V 2-0  水戸  味の素スタジアム 

第２３節 7/8(日) 水戸  1-1  湘南  ケーズデンキスタジアム水戸 

第２４節 7/15(日) 愛媛  1-1  水戸  ニンジニアスタジアム 

第２５節 7/22(日) 水戸  4-2  福岡  ケーズデンキスタジアム水戸 

第２６節 7/29(日) 栃木  1-0  水戸  栃木県グリーンスタジアム 

第２７節 8/5(日) 水戸  2-2  山形  ケーズデンキスタジアム水戸 

第２８節 8/12(日) 

18：00 

甲府  1-0 

[試合終了] 

水戸  山梨中銀スタジアム 

第２９節 8/19(日) 

19：00 

水戸  2-1 

[試合終了] 

大分  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３０節 8/22(水) 

19：00 

横浜 FC 2-1 

[試合終了] 

水戸  ニッパツ三ツ沢球技場 

第３１節 8/26(日) 

19：00 

千葉  3-0 

[試合終了] 

水戸  フクダ電子アリーナ 

第３２節 9/2(日) 

18：00 

水戸  2-0 

[試合終了] 

鳥取  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３３節 9/14(金) 

19：00 

水戸  2-0 

[試合終了] 

熊本  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３４節 9/17(月) 

18：30 

徳島  1-2 

[試合終了] 

水戸  
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 

第３５節 9/23(日) 

19：00 

京都  4-1 

[試合終了] 

水戸  京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

第３６節 9/30(日) 

13：00 

水戸  3-1 

[試合終了] 

北九州  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３７節 10/7(日) 

19：00 

水戸  1-1 

[試合終了] 

岐阜  ケーズデンキスタジアム水戸 

第３８節 10/14(日) 

13：00 

草津  0-0 

[試合終了] 

水戸  正田醤油スタジアム群馬 

第３９節 10/21(日) 

16：00 

松本  2-1 

[試合終了] 

水戸  松本平広域公園総合球技場 

第４０節 10/28(日) 

13：00 

水戸  0-0 

[試合終了] 

岡山  ケーズデンキスタジアム水戸 

第４１節 11/4(日) 

13：00 

水戸  1-1 

[試合終了] 

町田  ケーズデンキスタジアム水戸 

第４２節 11/4(日) 

13：00 

富山 3-1 

[試合終了] 

水戸 富山県総合運動公園陸上競技場 
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