
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２５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 6日 茨城 J2 水戸社長 観戦呼び掛け 路線バスでアナウンス放送 茨城交通 競技場までの利用促進図る 

１月１２日 産経 選手使用ユニホームオークション 水戸ホーリーホック 

１月１３日 茨城 吐玉泉（岡田 明久選手） 

１月１６日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（高松宮杯Ｕ－18サッカーリーグ 2012） 

 茨城 2013 インタビュー 水戸ホーリーホック沼田邦郎社長 悲願のＪ１昇格へ着実に土台づくり 

１月１８日 茨城 Ｊ２水戸始動 決意「勝負の年」 目標「Ｊ１昇格」 

 東京 水戸ホーリーホック Ｊ１昇格へ必勝祈願 

 茨城 Ｊ２水戸 Ｊ１昇格へ必勝祈願 常磐神社に特大絵馬奉納 

１月１９日 茨城 いばらきサッカーフェス 鹿島と水戸９度目の対決 カシマスタジアム 来月２４日開催 

１月２１日 茨城 プロ指導に児童歓声 Ｊ２水戸 大洗でサッカー教室 

 東京 ホーリーホック８選手仲間入り Ｊ２水戸が新体制発表 

 毎日 選手が復興支援サッカー教室 大洗サンビーチ 

 茨城 
Ｊ２水戸新体制発表 新戦力加入Ｊ１狙う 今季スローガン「みち」 柱谷体制３年目 

゛万年 J2゛脱皮期待 ＤＦ岡田が完全移籍 

 毎日 Ｊ２水戸 新体制を発表 新加入選手は８人 

 読売 水戸Ｊ Ｊ１へ８人の新戦力 

１月２２日 朝日 
ホーリーホック柱谷監督ら今季へ意気込み 経験重ね「Ｊ１めざす」 岡田選手「地元のために頑

張る」 水戸出身の１８歳新人 

 茨城 記者手帳（Ｊ２水戸新体制発表） 

１月２３日 茨城朝日 水戸ホーリーホックが新シーズンに新たな誓い 

 産経 水戸ホーリーホック２６日ファン感謝デー 

 茨城 Ｊ開幕戦決まる 鹿島３月２日Ａ鳥栖戦 水戸３月３日Ｈ群馬戦 

１月２４日 茨城 ひたちなかで強化合宿 Ｊ２水戸始動 

 茨城 鹿島ＶＳ水戸 来月２４日カシマスタジアム ９日からチケット販売 

1月 26日 朝日 J2 水戸，キャンプで汗 ひたちなか 

1月２７日 茨城 J2 水戸強化合宿打ち上げ 攻撃の連携高める 
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1月２７日 茨城 選手とサポーター交流 J2水戸，ファン感謝デー 

１月３０日 常陽 J2・水戸 「市民の盛り上がり前提」 競技場整備で高橋靖市長 

１月３０日 茨城 事業充実に予算増 J2水戸推進協総会 水戸市長，増席に慎重 

1月 30日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（Ｊ２水戸新体制発表） 

２月１日 茨城 J2 水戸，筑波大と練習試合 攻守の連携確認 

２月３日 茨城 J2 水戸 吉原が現役引退 元日本代表 「新たな道に挑戦」 

２月４日 茨城 J2 水戸，練習試合で快勝 新加入の難波手応え初 G 

２月５日 茨城 豆まき，福呼び込む 水戸八幡宮 J2水戸選手豪快に 

２月７日 茨城 記者手帳（ホームタウン推進協議会） 

２月８日 茨城 
J2 水戸，群馬と練習試合 守備徹底に及第点 J2水戸キックオフパーティー 

柱谷監督「死に物狂いで戦う」 

２月１３日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（新チーム） 

２月１７日 茨城 
中盤の構成に課題 J2 水戸が練習試合 柱谷監督「チーム状態 7０％」 吉原さん，最後の勇姿 

引退セレモニー 

２月１７日 朝日 水戸 FW 吉原氏引退セレモニー 

２月１７日 読売 水戸 J 吉原選手引退セレモニー 

２月１８日 茨城 今季の活躍誓う J2水戸近藤，橋本選手 

２月２0日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力１ FW小暮郁哉 各年代の日本代表 FW難波宏明 前線で全力プレー 

２月２１日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力２ DF近藤岳登 積極的に攻撃参加 DF冨田大介 的確な指示で統率 

2月 22日 茨城 水戸，連係プレー確認 関東大学選抜と練習試合 

2月 22日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力 3 ＦＷ山村佑樹 鋭いドリブル駆使 ＤＦ新里亮 高い身体能力武器 

2月 23日 茨城 葵の戦士 水戸の新戦力 4 ＭＦニ瓶翼 足元の技術に自信 ＧＫ岡田明久 体づくりを目標に 

2月 24日 茨城 
茨城ダービー きょうＪプレシーズンマッチ 鹿島 新人植田，先発出場へ 水戸 鈴木隆，積極

的にいく 

2月 24日 東京 観客席増設求め初の署名活動 水戸でホーリーホックサポーター 

2月２７日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（三島康平選手） 

2月２７日 茨城朝日 
目指せＪ１がんばれ！水戸でホーリーホック！！ 新たに８選手を加えＪ１へチャレンジ 今季

もキャプテンは本間幸司選手 

2月２７日 茨城 Ｊ２水戸，県内児童を招待 今季リーグホーム戦 無料観戦パス発行 

2月 28日 毎日 がんばっペン 心を熱くする戦い 

2月 28日 読売 開幕ダッシュ水戸市長に誓う 

2月 28日 朝日 
「心動かすプレーを」 Ｊ２水戸・柱谷監督に聞く 鹿島戦引き分け勢い増す ＤＦ冨田選手「今

年は違う」 

2月 28日 朝日 水戸のホーム試合無料で観戦 県内の小学生に「パスポート」発行 

3月１日 茨城 Ｊ２水戸開幕特集 Ｊ１へ道開け 葵の戦士，戦場に立つ ＭＦ橋本，小沢らが軸に 
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ＦＷ新戦力・難波に期待 柱谷体制，集大成の年 ＤＦ最終ライン再構築へ ＧＫ本間，圧倒的な

存在感 選手・コーチ一覧 

 茨城 Ｊ２水戸 茨城大と連携協定締結 

 茨城 Ｋｓスタ脇に横断歩道 サポーターの安全確保に一役 

3月 2日 朝日 
Ｊ１昇格へスタジアム改修課題に 水戸の姿勢に厳しい目 「まず市民動かせ」市長  

集客増「地域活動を」 

 茨城 Ｊ２あす開幕，水戸ＶＳ群馬戦 北関東ダービーに闘志 ブライダル大手とスポンサー契約 

3月 3日 常陽 自殺防止呼び掛け 水戸駅前でキャンペーン（ホーリーくん） 

 茨城 今季の活躍市長に誓う Ｊ２水戸が表敬 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム群馬戦 いい緊張感で４５０試合出場 

本間幸司選手（ＧＫ） 

 茨城 葵通信 ルール理解で楽しく 

3月 4日 茨城 水戸開幕戦 粘りドロー 

 読売 水戸Ｊ 開幕戦群馬とドロー 終了直前橋本が同点弾 ＧＫ本間がＪ２で４５０試合出場 

 毎日 
Ｊ２開幕 ホーリーホック終了間際同点 ひやひやドロー発進 ５５３７人サポーター声援 

茨城大と連携協定 

 東京 ホーム開幕白星ならず ザスパクサツ群馬に１－１ 水戸ホーリーホック 

 朝日 水戸開幕戦ドロー １－１，ロスタイム同点 裏を突く攻撃で後半ペース握る 

 茨城 Ｊ２水戸と茨城大連携協定を締結 活性化や人材育成 

 茨城 

水戸窮地で意地 群馬とドロー 橋本劇的ロスタイム弾「裏狙い」戦術徹底  

本間通算４５０試合出場 Ｊ２選手歴代１位 「迷いなくできた」新加入新星 

熱い声援が同点後押し 

3月 8日 日経 Ｊ２水戸と地域活性化 

3月 9日 茨城 水戸，今季初勝利狙う Ｊ２あす富山戦 

3月 10日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム富山戦 プロ初ゴール決めて波乗る 三島康平選手（ＦＷ） 

  葵通信 サッカールール今昔 

3月 11日 茨城 
水戸，逃げ切る 鈴木隆，決勝ゴール したたかに反撃しのぐ 両チーム選手が被災者に黙とう 

尾本，攻守で貢献 今季初先発，１アシスト 

 毎日 ホームで今季初勝利 ホーリーホック 震災復興支援試合飾る 

 読売 水戸Ｊ 今季初勝利対富山１－０ 

3月 13日 茨城 Ｊ２水戸のＧＫ・本間幸司さん 失敗恐れず前向きに 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック１－１ザスパクサツ群馬 ２０１３シーズン開幕戦は引き分けに 

  がんばれ！！水戸ホーリーホック（3月２日朝日記事） 

3月 17日 茨城 水戸，敵地で白星を Ｊ２きょう鳥取戦 

 茨城 水戸ホーリーホックＥＩＫＯＦＣ茨城Ｕ－１2 ２３日，水戸でセレクション 
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3月 17日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー鳥取戦 早い試合出場目指して努力 

岡田明久選手（ＧＫ） 

 朝日 Ｊ２水戸が駅頭で献血運動 

3月 18日 茨城 水戸，連勝ならず 鳥取に逆転負け 

3月 19日 茨城 水戸，狙う勝ち点３ Ｊ２，あす敵地で岡山戦 鈴木隆の３戦連続Ｇ期待 

３月２０日 東京 
水戸ホーリーホック本拠地問題 J1昇格，来季も困難に 移転候補先の笠松運動公園 

設備，グラウンド不備 Jリーグから「不可」の通知 

３月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー岡山戦 出場の機会を頭でイメージ ニ瓶翼選手（MF） 

３月２１日 茨城 水戸ドロー 三島，プロ初ゴール 富田，J２２００試合 

３月２１日 読売 水戸Ｊ 敵地で岡山とドロー 

３月２３日 茨城 Ｊ２水戸あす愛媛戦 ３戦ぶり白星を 

３月２４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム愛媛戦 今節は必ず勝利つかむ 笠原昴史選手（ＧＫ） 

  葵通信 「ピッチ」呼称の由来 

３月２５日 茨城 水戸守備甘く黒星 愛媛に０－１ ホーム無敗１３で止まる 

３月２６日 毎日 ピンポイントＪ 「忘れない」震災復興支援を継続 リーグや各クラブ今年度２９９７万円募金 

３月２７日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第２節終了） 

３月３１日 茨城 攻撃の起点に仕事させない 新里亮選手（ＤＦ） 

 朝日 サッカーＪ２水戸 水戸への転入者試合に無料招待 

４月１日 茨城 水戸，追いつく 山村が同点弾  

 読売 水戸Ｊ 福岡とドロー 

4月 4日 茨城 市内転入者を招待 Ｊ２水戸，ホーム戦 

 東京 認知度アップへ試み ホーリーホックと水戸市 転入世帯を試合招待 

4月 6日 茨城 水戸，勝利へ執念 Ｊ２あす松本戦 新スポンサーに日本旅行水戸支店 

4月 7日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム松本戦 来る人楽しむプレーしたい 石神幸征選手（ＤＦ） 

  葵通信 第三者が試合を判定 

4月 8日 読売 水戸Ｊ 松本に敗れる 

4月９日 日経 Ｊ２の試合に無料招待 水戸への転入者 ホーリーホック，市と連携 

 朝日 
水戸中心部から空港やサッカースタジアムへ 「街コン」＋地域振興＝出会い？ 

形態も舞台も多彩に開催中 

4月 10日 茨城 昇格願い署名運動 Ｊ２水戸サポーター 9月末まで１万人目標 客席増，市に要求へ 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第 5節終了） 

4月 13日 茨城 Ｊ２水戸あす栃木戦 ６戦ぶり勝利つかめ 

4月 16日 茨城 水戸，栃木破る ６試合ぶり白星 鈴木隆が先制 ＤＦ加藤，靭帯再断裂 

 読売 水戸Ｊ ６試合ぶり勝利 

4月 17日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム千葉戦 身体ケア強化先発出場目標 内田航平選手（ＭＦ） 
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  葵通信 レフェリーに大幅権限 

4月 18日 茨城 水戸完勝 千葉に２－０ 三島，貪欲に２発 

 読売 水戸Ｊ ２－０で千葉破る 

4月 19日 朝日（夕） 
柱谷兄弟，Ｊ監督初対決 ともに元代表「対戦楽しみ」「両親に感謝している」 

兄・幸一氏ＶＳ弟・哲二氏 

4月 20日 茨城 水戸，３連勝し上昇を Ｊ２あす北九州戦 

4月 21日 茨城 Ｊ２水戸決算 ２期連続黒字 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー北九州戦 兄弟対決でき両親に感謝を 柱谷哲二監督 

４月２２日 茨城 水戸３連勝 

 読売 水戸Ｊ 北九州破り今季初３連勝 兄妹対決弟に軍配 

 茨城 
水戸,上昇気流 １０年ぶり無失点３連勝 兄妹初対決制す 柱谷監督 

J2 水戸, 試合前にスポーツイベント ２８日と来月６日 

４月２４日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（内田航平選手） ホーリーホックパーク（第２回） 

4月 28日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム横浜ＦＣ戦 ４連続完封し積極的攻撃を 

  葵通信  黄と赤 2枚のカード 

4月 29日 茨城 水戸底力２発 横浜Ｃとドロー 前線勢い終盤の同点劇 ドリブルで見せ場 １８歳二瓶デビュー 

 読売 水戸Ｊ 横浜とドロー 

5月 2日 茨城 水戸，白星狙え Ｊ２あす熊本戦 

5月 3日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー熊本戦レベル向上へ毎日を全力で 鈴木雄斗選手（ＭＦ） 

5月 4日 茨城 水戸競り負け 

5月 5日 茨城 水戸上位たたけ Ｊ２あす長崎戦 鍵握るＦＷ陣 

５月６日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム長崎戦 目標 20ゴール納得の成果を 山村佑樹選手（ＦＷ）  

  葵通信  認識変化，女性に目 

5月８日 読売 水戸Ｊ 長崎とドロー 

 茨城 水戸不発ドロー 長崎と０－０ 後半猛攻も遠い１点 西岡が 100試合 

５月１０日 茨城 Ｊ２・水戸選手がＰＲ 商店街で試合告知 

５月１１日 茨城 水戸，浮上へ勝ち点３を Ｊ２あす徳島戦 

５月１２日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー徳島戦 迫力プレーで勝利導きたい 島田祐輝選手（ＭＦ） 

５月１３日 茨城 水戸完敗 前半痛恨失点 ４戦白星なし 徳島に１－３ 

５月１６日 毎日 Ｊ２０周年 元ヴ川崎 柱谷哲二 水戸監督 経験を選手に伝えるのが義務 地域密着浸透目指す 

５月１７日 朝日 ぜひ来て僕らのホームへ 選手らビラ配り 

 東京 試合観戦に来てね 監督，選手らチラシ配り 

５月１８日 東京 
人気チーム戦で初満員を 観客数低迷のＫｓスタ ホーリーホック来月Ｇ大阪戦など ファン拡大

に期待 

 茨城 水戸，勢い取り戻せ Ｊ２あす岐阜戦 
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 毎日 Ｊ２水戸の選手あす岐阜戦ＰＲ 駅でチラシ配布 

５月１９日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岐阜戦 １００試合出場成長の第一歩 西岡謙太選手（ＭＦ） 

５月２０日 茨城 水戸４発快勝 終始，主導権握る 

 読売 水戸Ｊ 岐阜に４－１快勝 

５月２２日 茨城 Ｊ２水戸，来月１５日ホーム戦 Ｇ大阪効果前売り好調 臨時駐車場を確保 

5月 25日 茨城 愛のゴール決めて Ｊ２観戦しながら合コン 

 朝日 スタコンで盛り上がれ！ スタジアム合コン 水戸の街コン実行委 参加者の募集スタート 

 読売 サッカー観戦＆合コン 参加者募集開始 

 東京 ホームに１万人観客呼び込もう ホーリーホック 来月１日神戸戦 

 産経 サッカー観戦合コン参加者を募集 

 茨城 水戸，混戦抜け出せ Ｊ２あす札幌戦 

5月２７日 茨城 水戸，札幌破る 

 読売 水戸Ｊ 札幌に勝利 

 東京 男女 400人で「スタコン」 ホーリーホック本拠地 7月 14日の岡山戦で 

 常陽 6月 1日１万人まつり Ｊ２水戸 ライブやご当地グルメも」 

５月２９日 茨城朝日 水戸ホーリーホックＶＳヴィッセル神戸 スタジアムを青く染めろ！！ 

  がんばれ！！水戸ホーリーホック（新ポスター） 

 茨城 水戸市民は観戦無料 Ｊ２神戸戦 来月１日，１万人まつり 

５月３０日 茨城 
相手サポーター歓待 Ｊ２水戸戦，市と観光協会 空港で出迎え 会場にテント 

旅行で再訪期待 

５月３１日 茨城 水戸，上位たたけ Ｊ２あす神戸戦 

６月１日 朝日 まちかど 神戸からの乗客を茨城空港で出迎え 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム神戸戦 感謝の心込め古巣迎え撃つ 近藤岳登選手（ＤＦ） 

  葵通信  ゴールは目標，得点 

６月２日 茨城 水戸不発 神戸に０－２ 気迫と粘り強さ欠く 

 朝日 今季最多観客 6516 人 Ｊ２水戸「1万人」は届かず 試合も神戸に 0－2 

６月７日 茨城 Ｊ２水戸あす東京Ｖ戦 本間復帰，勝利へ闘志 

6月 8日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー東京Ｖ戦 チームのこと考えてプレー 小暮郁哉選手（Ｍ

Ｆ） 

6月 9日 茨城 水戸，無得点ドロー 

６月１３日 東京 首位ガンバ戦特需チケット販売好調 ホーリーホック 

６月１５日 毎日 
「入場者１万人達成を」 人気チーム「ガンバ特需」期待 今日ホームで対戦 水戸ホーリーホッ

ク 選手ら該当でチラシ配布 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホームＧ大阪戦 上位目指してレベルアップ 鈴木隆行選手（ＦＷ） 

  葵通信  人々魅了するボール 



月日 新聞名 記事見出し 

６月１６日 茨城 水戸完敗 Ｇ大阪に０－２ 攻撃的布陣機能せず 島田１００試合出場 

 朝日 
ガンバった！１万人超え ３年ぶり大台サッカーＪ２水戸０－２大阪 「戦う姿勢見せた」選手手

応え 

 東京 ホーリーホックガンバに０－２ 今季最多１万人が声援 

 茨城 Ｊ２水戸観客１万人突破 Ｇ大阪効果で今季最多 

 読売 水戸Ｊ ガンバに敗れる 観客１万人超に 

６月１９日 茨城 ケーズスタ増設へ 水戸市総合計画で市長 Ｊ１昇格要件の一つ 

 産経 Ｊ１ライセンス取得へＫｓスタ整備 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第１７節神戸戦） 

 朝日 ケーズデンキスタジアム水戸 市が規模拡張へ 「総合計画」に盛る方針 

6月 22日 読売 水戸Ｊ 京都に勝利 12位に 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー京都戦 苦手なプレー改善取り組む 輪湖直樹選手（Ｄ

Ｆ） 

6月２３日 茨城 水戸京都破る 4戦ぶり勝利 橋本，土壇場ＰＫ弾 素晴らしいゲーム 

６月２６日 茨城朝日 水戸ホーリーホック０－２ガンバ大阪 １万人超の観客の前で戦う姿勢示す 

6月 30日 茨城 水戸先制実らず 山形に１－３ 2人退場，失点重ねる とても残念な試合 

 読売 水戸Ｊ 山形に逆転負け 

７月２日 茨城 小沢復帰，攻撃の起点に Ｊ２水戸あす松本戦 橋本２試合出場停止 

７月３日 茨城 Ｊ２水戸鈴木隆２試合出場停止 「乱暴な行為」で 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー松本戦 序盤経験生き良いチームに 細川淳矢選手（Ｄ

Ｆ） 

７月４日 茨城 水戸、今季初の連敗 

７月６日 茨城 水戸，連敗止めろ Ｊ２あす群馬戦 

７月７日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー群馬戦 日本語を覚え生活も楽しむ 金龍起選手（ＤＦ） 

７月８日 茨城 水戸競り勝つ 冨田Ｖ弾，群馬に１－０ 

７月１０日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（前半戦終了） 

7月 13日 東京 みとちゃんポロシャツ人気 5月発売 7000 着販売 異例のヒット驚く関係者 

 茨城 Ｊ赤字クラブ「１２」 12年度 

 茨城 水戸，連勝目指す 橋本，鈴木隆が復帰 Ｊ２あす岡山戦 

7月 14日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岡山戦 試合に出たい気持ちが強く 飯田優二選手（ＭＦ） 

7月 15日 茨城 水戸連勝 岡山に１－０ 劣勢打破，橋本決勝Ｇ ４戦ぶりのホーム白星 

７月１９日 茨城 Ｊ２水戸あす鳥取戦 ３連勝目指す 輪湖の攻撃参加鍵 

 茨城 13 記者コラム Ｊ２水戸の頑張り評価 

７月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム鳥取戦 苦しい戦いで勝利に貢献を 難波宏明選手（ＦＷ） 

７月２１日 茨城 水戸粘り腰 攻撃的新布陣に光明  



月日 新聞名 記事見出し 

7月 24日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第２２節松本戦） 

７月２８日 茨城 水戸２発完勝 鈴木雄先制，鈴木隆ダメ押し 

７月２９日 茨城 Ｊ２水戸 鳥栖の船谷獲得 

７月３１日 茨城 水戸，来季の昇格困難 ライセンス申請Ｊ１要件満たさず 観客収容５０００人不足 

 東京 来季Ｊ１ライセンス取得 ホーリーホック断念 スタジアム基準届かず 

 毎日 Ｊ２水戸 来季昇格を断念 スタジアム収容人数足りず 

 朝日  Ｊ１ライセンス来季の取得困難 水戸，収容数拡充できず 

 毎日 条件満たさず水戸昇格断念 Ｊ２ 

８月３日 茨城 J2 水戸あす千葉戦 連勝で上位追撃へ 移籍の船谷，左足に期待 

８月４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー千葉戦 ボールの位置意識しプレー 小沢司選手（MF） 

８月５日 茨城 水戸猛攻実らず 千葉に０－２ 

8月 7日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（今季Ｊ１ライセンス取得断念） 

8月 10日 茨城 山村Ｇ狙え Ｊ２水戸あす栃木戦 北関東ダービー連覇へ 

8月 13日 茨城 
水戸栃木撃破 北関東ダービー連覇 攻め抜いて４ゴール 来期のライセンス説明 

沼田社長，サポーターに 

８月１５日 茨城 いばらき春秋（本拠地通算１００勝目） 

8月 17日 茨城 水戸，連勝で上位に迫れ 新加入 FW曽我素早い動き出し 

 茨城 25 日の J2水戸ホーム戦 常磐大生企画イベント 

8月 18日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー岐阜戦 ここから勝負頑張り続ける 曽我敬紀選手（MF） 

8月 19日 茨城 水戸 7位浮上 ４－１，岐阜に快勝 

8月 20日 茨城 水戸，狙え３連勝 J2あす福岡戦 

 茨城 市役所訪問し笠間の日ＰＲ J2水戸 

8月 21日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム福岡戦 決定的仕事でチーム貢献を 船谷圭祐選手（ＭＦ） 

 常陽 ピッチ看板で知事選啓発 Ｊ２水戸戦で設置 知事選２０１３ 

8月 22日 茨城 水戸ドロー 再三の好機決められず 

８月２４日 茨城 水戸，奪え勝ち点３ Ｊ２，あす札幌戦 

８月２５日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム札幌戦 チャンスには積極的仕掛け 鈴木雄斗選手（ＭＦ） 

８月２６日 茨城 水戸先制実らず 守備修正遅れ後手に 札幌に１－３ 

8月 28日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（今季Ｊ１ライセンス取得断念） 

８月２９日 茨城 「常に考えてプレーして」 Ｊ２水戸柱谷監督 小学生に上達法伝授 

8月 30日 常陽 ホーリーホックに声援 「カンプロ」が観戦ツアー 

8月 31日 茨城 水戸，勝利積み上げろ Ｊ２あす山形戦 連携密に守備強化 

9月１日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー山形戦 結果を出してチームに貢献 橋本晃司選手（Ｍ

Ｆ） 

9月 2日 茨城 水戸粘り届かず 山形に１－２ 



 

月日 新聞名 記事見出し 

9月 2日 読売 水戸Ｊ 同点ＰＫ実らず山形に敗れる 

9月 3日 茨城 Ｊ２水戸 選手が署名活動 スタジアム増設求める 

９月５日 

よみうりタウン

ニュース 

Jリーガーをエスコート 水戸の少年野球団員３３人 

９月７日 茨城 天皇杯きょう２回戦 新たな布陣試す Ｊ２愛媛戦 

９月８日 茨城 水戸執念 愛媛にＰＫ勝ち ＧＫ笠原，窮地救う 「相手の動き読めた」 

９月１２日 茨城 ケーズスタ増設１６年度までに 水戸市長表明 

 朝日 
規模拡張，１６年度までに 市立競技場めぐり水戸市方針 現在の収容人員１万人 １．５万人超

へ 

９月１３日 毎日 
ケーズデンキスタジアム 観客席増設へ Ｊ２水戸 Ｊ１昇格可能に ２年前倒し 市，１６年度

までに整備 

９月１４日 茨城 首位倒し上位追撃へ Ｊ２水戸あすＧ大阪戦 

９月１５日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェーＧ大阪戦 自分たちの力試される試合 冨田大介選手（Ｄ

Ｆ） 

９月１６日 茨城 水戸，Ｇ大阪に惨敗 ５失点 

９月１８日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＭＦ橋本選手） 

9月 21日 茨城 水戸攻守立て直せ Ｊ２あす熊本戦 

9月 22日 茨城 地道に活動，入場者数増 Ｊ２水戸 Ｋｓスタ増設，Ｊ１へ正念場 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム熊本戦 攻撃につなぐ積極的守備を 新里亮選手（ＤＦ） 

9月 23日 読売 
Ｊ１見すえ客席増設 ホーリーホック本拠地 １万５０００席以上に ２０１７年３月まで 早

期改修へ署名運動 サポーター Ｊ２水戸など施設基準満たさず 

 茨城 水戸勝ちきれず 攻勢も遠かった追加点 

 読売 水戸Ｊ 熊本とドロー 4連敗免れる 

９月２７日 日経 J2 水戸の本拠地，客席増設 市長表明 

９月２８日 茨城 ４バックに手応え Ｊ２水戸あす神戸戦 

９月２９日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー神戸戦 初ゴールの地絶対ピッチに 近藤岳登選手（Ｄ

Ｆ） 

９月３０日 読売 水戸Ｊ 神戸と引き分け 

 茨城 水戸健闘 神戸とドロー 

１０月１日 朝日 「Ｊ１断念」で一枚岩に Ｊ２水戸社長沼田邦郎さん 

 茨城 長崎などＪ１交付 クラブライセンス 水戸，来季Ｊ２ 

１０月２日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３３節大阪戦） 

１０月５日 茨城 上位をたたけ J2水戸あすホーム徳島戦 

１０月７日 読売 水戸Ｊ 徳島と引き分け 

 



月日 新聞名 記事見出し 

１０月７日 茨城 水戸不発ドロー 決定力不足解消せず 

１０月１３日 茨城 
水戸格上蹴散らせ サッカー天皇杯きょう J1仙台戦 鈴木雄，ゴール意欲 細川，古巣戦へ

闘志 

１０月１４日 茨城 水戸惜敗 先制もＰＫ戦で力尽く 細川，古巣からゴール 積極攻撃で゛恩返し゛ 

 読売 水戸Ｊ 天皇杯ＰＫで散る 

１０月１６日 茨城朝日 上位チーム相手に悔しいスコアレスドロー 水戸ホーリーホック０－０徳島ヴォルティス 

  がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３５節神戸戦） 

１０月１９日 茨城 水戸，勝ち点奪え Ｊ２あす北九州戦 

 日経 カラオケルームＪ２水戸仕様に 常磐第一興商 

１０月２０日 茨城 内装にＪ２水戸ロゴ カラオケ店あす開店 １部屋設置 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム北九州戦 兄妹監督対決負けたくない 柱谷哲二監督 

１０月２１日 茨城 水戸またドロー 雨の中，意地の２得点 

 読売 水戸Ｊ 北九州とドロー 次節は富山戦 

１０月２２日 朝日 歌声を青く染めてホーリーホック色 水戸のカラオケ店 

10月 25日 茨城 「夢」の大切さ訴え 常磐大高でトークライブ Ｊ２水戸３選手エール 

10月 26日 茨城 
Ｊ２水戸ガルパン連携 「生徒手帳」で入場無料 来月 10日大洗の日 キャラ入りチケット

交付 

 茨城 水戸上位へ正念場 Ｊ２あす富山戦 

10月 27日 茨城 走れ！ホーリーホック 通産 100 試合へ役割を果たす 小沢司選手（ＭＦ） 

10月 28日 読売 水戸Ｊ  富山に敗れる 次戦は愛媛と 

 茨城 水戸９戦勝ちなし 富山に１－２ 

１０月３０日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３５節神戸戦） 

 茨城 記者手帳（１１月１０日「大洗の日」） 

１１月２日 茨城 水戸，勝ち星奪え Ｊ２あす愛媛戦 

１１月３日 茨城 走れ！ホーリーホック 今まで通りに粘り強く戦う 西岡謙太選手（ＭＦ） 

１１月４日 茨城 水戸ドロー １０戦勝ちなし 

１１月７日 茨城 ケーズスタ 増席求める署名提出 市民団体 水戸市長，前倒し難色 

 朝日 観客席「増設を」市長に署名提出 Ｊ２水戸サポーター 

 東京 ３万９０００人分署名提出 Ｋｓスタ早期改修 水戸市長「厳しい」 

 読売 水戸Ｊ 「観客席の増設を」サポーター署名提出 

 毎日 水戸競技場改修３万人超の署名 水戸市長に提出 

 日経 水戸サポーター市に署名提出 スタジアム増席求める 

１１月９日 茨城 水戸，攻めて勝利を Ｊ２，あす東京Ｖ戦 

１１月１０日 茨城 勝利のゴールぜひ決めたい 難波宏明選手（ＦＷ） 

１１月１２日 茨城 水戸１１試合ぶり白星 東京Ｖに１－０ 橋本Ｇ，トンネル抜けた 



月日 新聞名 記事見出し 

11月１３日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ホーリーホック若手選手が高校生に夢を語る） 

 読売 水戸Ｊ 東京 Vに勝利 次節は京都戦 

１１月１４日 茨城 
水戸ホーリーホック特集 Ｊ１昇格へ着実進化 クラブの成長に向けて 住民，サポーターと

共に 挑戦，１０万人 

 茨城 Ｊ２水戸「大洗の日」 ガルパン人気で入場増 

11月 15日 茨城 Ｊ２水戸 17日ホーム最終戦 １０万人へ゛最後の訴え゛ 年間動員最高大台狙う 

１１月１７日 茨城 柱谷監督が続投 Ｊ２水戸 

 朝日 Ｊ２水戸が柱谷監督の続投を発表 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム京都戦 ホーム最終戦きっちり勝つ 鈴木隆行選手（Ｆ

Ｗ） 

１１月１８日 茨城 
水戸京都破る ホーム最終戦 石神初Ｇで決着 柱谷監督来季へ決意「素晴らしいチームつく

る」 

 読売 水戸Ｊ ホーム最終戦京都に勝利 

 茨城 Ｊ２水戸，ホーム最終戦 ８２６６人，熱いエール 

 朝日 ホーム最終戦飾る ホーリーホック監督「来季，力強く」 

１１月２３日 茨城 ４季ぶり勝ち越しを Ｊ２水戸，あす横浜ＦＣ戦 

１１月２４日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー横浜Ｃ戦 勝ちきること意識して戦う 柱谷哲二監

督 

１１月２５日 茨城 
水戸最終戦飾れず 勝ち越せず 15位 横浜ＦＣに１－４ なお，決定力不足 柱谷監督来季

へ誓い 「勝てるチームに」 

 朝日 Ｊ２水戸勝ち越しならず ホーム入場者は昨季上回る 最終戦、横浜ＦＣに敗れ 15位 

 読売 水戸最終戦敗れる 

11月 27日 茨城朝日 今シーズンのホーム最終戦を勝利で飾る 水戸ホーリーホック２－１京都サンガＦＣ 

  がんばれ！！水戸ホーリーホック（第４０節東京Ｖ戦） 

１１月３０日 茨城 葵の軌跡 柱谷体制３季目 イレブン，観客増に力 １試合平均，過去最高 

 茨城 ５選手と契約せず Ｊ２水戸 

１２月１日 茨城 
ガルパン「援護射撃」 Ｊ２水戸に新スポンサー バンダイビジュアル イベントや観客増期

待 

12月１０日 茨城 年間パスの書類紛失 Ｊ２水戸の１７２人分 

12月 11日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（今季終了） 

１２月１３日 茨城 「ＰＲは気持ちが大切」 生徒実行委 J2水戸社長が解説 

１２月１４日 茨城 白井が加入曽我は引退 Ｊ２水戸 

１２月１９日 茨城 吐玉泉（柱谷監督、高橋市長表敬訪問） 

１２月２１日 茨城 プロがプレーする環境に 

１２月２２日 読売 フットボールクラブ水戸ホーリーホック 沼田邦郎社長 J1へ地道に条件整備 

 



月日 新聞名 記事見出し 

12月 29日 朝日 筑波大学出身の Jリーガーが子どもたちと交流 

 

２０１３ J2リーグ戦 第４２節（最終節） 

順位（全２２チーム） 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点差 

１５位 55 42 14 13 15 50 58 -8 

 

結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 3/3(日) 水戸 １－１ 草津 ケーズデンキスタジアム水戸 

第２節 3/10(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(日) 鳥取 ３－１ 水戸 とりぎんバードスタジアム 

第４節 3/20(水) 岡山 １－１ 水戸 kanko スタジアム 

第５節 3/24(日) 水戸 ０－１ 愛媛 ケーズデンキスタジアム水戸 

第６節 3/31(日) 福岡 １－１ 水戸 レベルファイブスタジアム 

第７節 4/7(日) 水戸 １－２ 松本 ケーズデンキスタジアム水戸 

第８節 4/14(日) 栃木 ０－１ 水戸 栃木県グリーンスタジアム 

第９節 4/17(水) 水戸 ２－０ 千葉 ケーズデンキスタジアム水戸 

第１０節 4/21(日) 北九州 ０－２ 水戸 北九州市立本城陸上競技場 

第１１節 4/28(日) 水戸 ２－２ 横浜 FC ケーズデンキスタジアム水戸 

第１２節 5/3(金) 熊本 ３－２ 水戸 うまかな・よかなスタジアム 

 
第１３節 5/6(月) 水戸 ０－０ 長崎 ケーズデンキスタジアム水戸 

第１４節 5/12(日) 徳島 ３－１ 水戸 鳴門・大塚スポーツパーク 

第１５節 5/19(日) 水戸 ４－１ 岐阜 ケーズデンキスタジアム水戸 

第１６節 5/26(日) 札幌 ０－１ 水戸 札幌厚別公園競技場 

第１７節 6/1(土) 水戸 ０－２ 神戸 ケーズデンキスタジアム水戸 

第１８節 6/8(土) 東京Ｖ ０－０ 水戸 駒沢陸上競技場 

第１９節 6/15(土) 水戸 ０－２ Ｇ大阪 ケーズデンキスタジアム水戸 
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節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第２０節 6/22(土) 京都 ０－１ 水戸 西京極総合運動公園陸上競技場 

第２１節 6/29(土) 水戸 １－３ 山形 ケーズデンキスタジアム水戸 

第２２節 7/3(水) 松本 ２－０ 水戸 松本平広域公園総合球技場 

第２３節 7/7(日) 群馬 ０－１ 水戸 正田醤油スタジアム群馬 

第２４節 7/14(日) 水戸 １－０ 岡山 ケーズデンキスタジアム水戸 

第２５節 7/20(土) 水戸 ２－２ 鳥取 ケーズデンキスタジアム水戸 

第２６節 7/27(土) 長崎 ０－２ 水戸 長崎県立総合運動公園 

第２７節 8/4(日) 千葉 ２－０ 水戸 フクダ電子アリーナ 

第２８節 8/11(日) 水戸 ４－３ 栃木 ケーズデンキスタジアム水戸 

第２９節 8/18(日) 岐阜 １－４ 水戸 岐阜長良川競技場 

第３０節 8/21(水) 水戸 ０－０ 福岡 ケーズデンキスタジアム水戸 

第３１節 8/25(日) 水戸 １－３ 札幌 ケーズデンキスタジアム水戸 

第３２節 9/1(日) 山形 ２－１ 水戸 ＮＤソフトスタジアム山形 

第３３節 9/15(日) 大阪 ５－０ 水戸 万博記念競技場 

第３４節 9/22(日) 水戸 １－１ 熊本 ケーズデンキスタジアム水戸 

第３５節 9/29(日) 

 

神戸 １－１ 水戸 ノエビアスタジアム神戸 

第３６節 10/6(日) 水戸 ０－０ 徳島 ケーズデンキスタジアム水戸 

第３７節 10/20(日) 水戸 ０－０ 徳島 ケーズデンキスタジアム水戸 

第３８節 10/27(日) 

 

富山 ２－１ 水戸 富山県総合運動公園陸上競技場 

第３９節 11/3(日) 

 

愛媛 ２－２ 水戸 ニンジニアスタジアム 

第４０節 11/10(日) 水戸 １－０ 東京Ｖ ケーズデンキスタジアム水戸 

第４１節 11/17(日) 水戸 ２－１ 京都 ケーズデンキスタジアム水戸 

第４２節 11/24(日) 

 

横浜Ｃ ４－１ 水戸 ニッパツ三ツ沢球戯場 

 


