
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２６年 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

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１6日 茨城 いばらく乳業 J2水戸に支援金 「ホーリー牛乳」売上金の一部 

１月１８日 茨城 近藤ＦＣ大阪へ移籍 J2水戸 

１月１９日 茨城 

Ｊ２水戸新体制 「走り切り６位以内」 新加入９人 今季スローガン「そう」 新ユニホーム披

露 気合十分の初練習 選手信じやっていく 柱谷監督一問一答 鹿島育ちの小谷野新天圪で貢

献誓う 

 茨城 新シーズン必勝を祈願 Ｊ２水戸，常磐神社で参拝 

 茨城 水戸新体制で巻き返し誓う 

 東京 「２０勝を目標に６位以内に入る」 ホーリーホック新体制決まる 

 朝日 「まず６位以内」めざす ホーリーホック新体制発表 

 読売 水戸Ｊ 躍進誓い新加入９選手 

１月２２日 茨城 
Ｊ２水戸，強化合宿スタート 開幕へ，精力的に練習 茨城ダービー ２月１５日，水戸で 

Ｊ開幕カード決定 鹿島，甲府と対戦 ３月１日 水戸は大分 ２日 

 茨城 ラジオで集客支援 Ｊ２水戸推進協 

１月２４日 茨城 
葵の戦士 ＦＷ馬場賢治 新たな挑戦に意欲 ＤＦ田向泰輝 サイド攻防に自信 ＤＦ金聖基 

ヘディングが武器 

１月２５日 茨城 
葵の戦士 ＭＦ小谷野顕治 局面変える切り札 ＭＦ吉田真紀人 攻撃の創造性豊か ＭＦ広瀬

隆斗 強気で挑む有望株 

 茨城 Ｊ２水戸強化合宿終了 深まる連携，手応え上々 

１月２６日 茨城 
葵の戦士 ＭＦ 中里崇宏 パス，多彩で高精度 ＤＦ田中雄大 破壊力抜群の左足 ＭＦ白井永

圪 運動量，冷静さ武器 

 茨城 Ｊ２水戸が練習試合 新加入選手と連携図る 

 茨城 吐玉泉（ファン感謝デー） 

1月 29日 茨城朝日 水戸ホーリーホック創立２０周年の節目のシーズン 

 茨城 加藤が現役引退 Ｊ２水戸 

２月５日 茨城 節分，元気に豆まき Ｊ２水戸３選手豪快に「福は内」 水戸八幡宮 

 茨城朝日 がんばれ！！ホーリーホック（新チーム始動） 

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


月日 新聞名 記事見出し 

２月９日 産経 情報ひろば ２０１４シーズン開幕前水戸ホーリーホックイベント 

2月 15日 茨城 Ｊ２水戸ガルパン コラボでユニホーム 

2月 16日 朝日 
風雨激烈，けが人も １７カ所で 2 月最大降水量 サッカーフェス荒天により中止 ０５年以来

初 

2月 17日 茨城 
Ｊ１鹿島，Ｊ２水戸練習試合 赤碕決勝ＰＫ弾 鹿島守備陣，連携に自信 序盤劣勢も決定機不え

ず 水戸，新加入選手持ち味 

 茨城 Ｊ２水戸２選手勝利へ貢献誓う 水戸でイベント 

２月１９日 茨城 （Ｊ２水戸ガルパン コラボ） 

２月２１日 茨城 Ｊ２水戸浦安ＳＣと練習試合 内田，攻守に存在感 マスコットユニホーム新スポンサー決まる 

２月２２日 茨城 鹿島，水戸開幕へ気合 Ｊリーグ都内で会見 水戸・柱谷監督 「上位食い込む」 

２月２４日 茨城 Ｊ２水戸×ガルパンユニホーム販売好調 

2月 26日 茨城朝日 

いよいよＪ２開幕水戸ホーリーホックに熱い声援を 最低でも２０勝，プレーオフ園内目指しＪリ

ーグを驚かせたい！ 3 月 2 日の開幕はホームで大分トリニータと対戦ケーズデンキスタジアム

で水戸・午後 3時キックオフ 今季のユニフォームはよりシャープなフィットタイプ 

がんばれ水戸ホーリーホック（対鹿島アントラーズ練習試合） 

2月 27日 茨城 戦え！！県勢Ｊ戦士 鈴木隆 衰え知らぬ点取り屋 本間５００試合出場目前 

 茨城 
水戸，中位脱却なるか Ｊ２来月 2 日開幕 Ｖ筆頭磐田，追う京都・湘南 スポンサーに水戸証

券 Ｊ２水戸 

２月２８日 茨城 

Ｊ２水戸開幕特集 水戸，躍動 竜のごとく 内田，さらなる飛躍を 小谷野，ドリブル武器 

鈴木隆軸に個性派ぞろい 北関東ダービー 目指せ３連勝 新ユニホーム 「一番に輝け」願い込

め ２０勝６位以内目標 ４季目の柱谷監督 「走り切る」「やり切る」「出し切る」 結果にこだ

わる 熱い戦いを 田中，左足に破壊力 的確な読みさえる冨田 本間に安定感 笠原，長い手足

生かす 葵の２８戦士昇れ高みへ 

 朝日 
新季巻き返し 水戸ホーリーホック 「「走り切る，やり切る」 ９選手新加入 ３月２日開幕戦 

勝者のメンタリティーで若手からめ「やりきる」 Ｊ２水戸・柱谷監督 

 茨城 Ｊ２水戸，開幕戦控え 選手，観戦呼び掛け 駅でチラシ 

3月 1日 読売 水戸Ｊ ２０周年飛躍なるか あすホーム開幕 「動ける選手を使う」柱谷監督 

 茨城 Ｊ２あす開幕 水戸，白星発進狙う ホームで大分戦 Ｊ２水戸ピッチ看板スポンサー２社決定 

 茨城 論説 Ｊリーグ開幕 鹿島，水戸の活躍に期待 

3月 2日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム大分戦 チームと若手リードする柱 ＧＫ本間幸司選手へ 

３月３日 茨城 J2開幕 水戸白星スタート 主力欠くも攻守奮闘 正確キックで好機演出 新１０番船谷 

 茨城 水戸が開幕戦白星発進 

 茨城 いばらき春秋（Jリーグ開幕） 

３月 3日 朝日 新戦力躍動し好発進 サッカーJ2水戸が開幕戦 雨ニモ負ケズ観客４２８０人 若者増え 

 毎日 水戸，開幕戦を飾る J2 大分の猛攻しのぐ 

 茨城 開幕勝利スタンド歓喜 J2水戸創設２０周年 



月日 新聞名 記事見出し 

３月３日 読売 水戸 J 開幕戦大分に勝利 

 東京 サッカーJ2開幕 水戸が白星発進サポーター沸く 

３月 8日 茨城 審査基準変更なし 水戸に厳しい現実 Ｊライセンス説明 

３月９日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー愛媛戦 高い意識持つ大好きな先輩 ＭＦ鈴木雄斗選手

へ 

３月１０日 茨城 水戸開幕２連勝 愛媛に２－０ 素晴らしいゲーム 

 読売 水戸 J 愛媛に白星開幕２連勝 

３月１２日 茨城朝日 
がんばれ水戸ホーリーホック（開幕戦） 水戸ホーリーホック２－１大分トリータ 水戸ホーリー

ホックホーム開幕戦勝利で飾る 

３月１３日 茨城 県民の声 大川小から返礼選手育成に意欲 

 茨城 J2水戸岡田選手 母校で登校児童出迎え 

 朝日 ２２日の岡山戦を復興支援試合に J2水戸 

３月１５日 茨城 水戸，開幕３連勝狙う Ｊ２あす北九州戦 中里復帰，ＭＦ陣に厚み 

３月１６日 茨城 Ｊ２水戸創立２０年 クラブのレベル向上期待 観客と売上高増 駐車場丌足課題 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー北九州戦 左足の強烈なシュート魅力 ＤＦ田中雄大選

手へ 

３月１７日 茨城 水戸３連勝逃す 後半，攻めの布陣も丌発 

 読売 水戸Ｊ ３連勝ならず北九州に惜敗 

 茨城 水戸選手ら参加小中生１００人募集 ２３日，サッカー教室 

3月 19日 茨城 復興支援試合無料招待ＰＲ Ｊ２水戸，２２日岡山戦 

3月 21日 茨城 水戸上位キープを あすＪ２岡山戦 小谷野，広瀬の先発濃厚 Ｕ－１９代表候補水戸の広瀬選出 

 茨城 Ｊ２水戸退団の飯田タイのクラブに加入 

3月 22日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岡山戦 理詰めで考えプレー先読み ＤＦ冨田大介選手へ 

 茨城 村井チェアマンＪ２水戸を訪問 圪域貢献活動など確認 

3月 23日 茨城 水戸に無得点で連敗 岡山に０－１ 攻撃の連係課題 小谷野，好機を演出 

 読売 水戸Ｊ 岡山に惜敗 

 毎日 ホーリーホックが震災復興支援試合 水戸 募金協力を呼び掛け 

 朝日 募金や招待試合でＪ２水戸復興支援 岡山戦，０－１で敗れる 「引いた相手」崩せず 

 茨城 Ｊ２水戸 復興支援試合で被災児童 感謝胸にピッチへ 

3月 26日 茨城 児童にサッカー指導 Ｊ２水戸 鈴木選手とゲーム 

3月 29日 茨城 Ｊ２あす山形戦 水戸連敗止めろ 

3月 30日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー山形戦 相手の逆突く駆け引き上手 ＭＦ小沢司選手へ 

3月 31日 茨城 水戸丌発ドロー 

４月２日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（村井チェアマン訪問） 

４月４日 茨城 
J2 あす千葉戦 ホームで勝ち点３を 三島得点狙う 守備陣は安定 広瀬，北川ら選出 U-19

日本代表 高校選抜に石川 



月日 新聞名 記事見出し 

４月６日 茨城 
水戸力負け 千葉に１－２ ４戦勝ち星なし 守備踏ん張れず 島田今季初出場 俊足生かしサ

イド突破 

 読売 水戸 J 千葉に敗れる 

４月１２日 茨城 水戸，勝利へ執念 Ｊ２，あす敵圪で群馬戦 Ｕ－１９代表広瀬が合流 

４月１３日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー群馬戦 チームを鼓舞まとめる存在 ＦＷ鈴木隆行選手

へ 

４月１５日 茨城 水戸群馬下す 小沢が決勝ゴール 選手たち，いい働き 

 読売 水戸 J 群馬に１－０で勝利 

4月 19日 茨城 水戸，連勝狙え Ｊ２，あす東京Ｖ戦 

4月 20日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム東京戦 

4月 21日 茨城 水戸，逃げ切れず 東京Ｖと分ける 攻撃の形には手応え 

 読売 水戸 J 東京Ｖと引き分け時節は栃木ＳＣ戦 

４月２３日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（ＤＦ広瀬Ｕ－１９日本代表召集） 

4月 25日 茨城 ２トップ期待 J2水戸 あす栃木戦 馬場，先発復帰へ 

4月 26日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー栃木戦 ステップ刻むドリブル強み ＭＦ仁瓶翼選手へ 

4月 27日 茨城 水戸，栃木下す 守備陣奮闘し無失点 

4月 28日 茨城 
水戸連勝で勢いで Ｊ２あす熊本戦 攻守の状態上向き ホーム入場者最多営業収入 5 億円超 

水戸，3年連続黒字 

４月２９日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム熊本戦 ヘディングで空中戦を圧倒 ＦＷ三島康平選手へ 

４月３０日 茨城 水戸丌発ドロー 攻撃スタイルは上々 

 茨城 吐玉泉（ホーム熊本戦 ガールズ＆パンツァーイベント） 

 読売 水戸Ｊ（熊本と引き分け） 

５月２日 茨城 水戸，堅守で立ち向かえ 情報誌の日宣とパートナー契約 Ｊ２水戸 

５月３日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム湘南戦 実は努力家で向上心もある ＧＫ岡田明久選手へ 

５月４日 茨城 水戸惜敗 隙一瞬，痛恨の失点 

５月５日 茨城 水戸，連敗阻止へ Ｊ２あす長崎戦 馬場先発復帰 

５月６日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうアウェー長崎戦 面倒見がよくコーヒー好き ＧＫ岩舘直選手へ 

５月８日 茨城 水戸ドロー 馬場先制弾も逃げ切れず タフに戦ってくれた 

5月 10日 茨城 水戸，勝利つかめ Ｊ２あす岐阜戦 

5月 11日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム岐阜戦 優しい面持つ仲良し兄貴分 ＭＦ島田祊輝選手へ 

5月 12日 茨城 
水戸劇的逆転 岐阜に３－２ 船谷Ｖ弾 終盤猛攻見せた執念 柱谷「勝ててハッピー」 闘将監

督で初対決 ラモス「すごいチーム」 

 読売 ラモス岐阜に逆転勝ち 

５月１４日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（ゴールデンウイーク中日程） 

５月１８日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム京都戦 キープ力ありキック高精度 MF中里崇弘選手へ 



月日 新聞名 記事見出し 

５月１９日 茨城 水戸大勝 今季最多５発 ６位浮上 隙逃さず Gラッシュ 

５月２０日 茨城 第９４回天皇杯組み合わせ J2水戸，福岡と初戦 

５月２４日 茨城 水戸２トップ好調 Ｊ２あす札幌戦 初の３連勝狙う 

５月２６日 茨城 水戸，大敗 札幌に０－４ 

５月２８日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（塩谷司選手，第１４節京都戦） 

５月３０日 毎日 あたごまなびぃランドスポーツ体験活動「ホーリーホック親子サッカー教室」 

５月３１日 日経 ホーリーホック親子サッカー教室 

 茨城 県民の声（J2水戸の応援定年後の活力源） 

 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム松本戦 強烈ヘッドで守備に安定感 ＤＦ尾本敬選手へ 

 毎日 常磐大サッカー部復活 新たな伝統を ７年ぶり活動再開 今春から北関東リーグ参戦 

６月１日 茨城 水戸連敗 松本に１－２ 攻守でミス流れつかめず 

 読売 水戸 J 松本山雅に敗れる 

 産経 スポーツ体験活動「ホーリーホック親子サッカー教室」 

６月５日 茨城 田向選手ら「一緒に戦って」 J2水戸 ２１日の福岡戦ＰＲ 

 毎日 J2水戸，無料イベントＰＲ 

６月６日 茨城 J2水戸あす磐田戦 原点回帰で連敗脱出 船谷，古巣相手に闘志 

6月 7日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー磐田戦 キックの精度高く体力ある MF 白井永圪選手

へ 

 朝日 水戸在住・在学２１日に無料招待 J2水戸，ホーム福岡戦 

６月１１日 茨城朝日 水戸ホーリーホック１－２松本山雅 序盤の失点響き，水戸惜敗 

  がんばれ水戸ホーリーホック（第１９節アビスパ戦 「水戸市の日」） 

６月１２日 茨城 吐玉泉（「水戸市の日」） 

６月１３日 産経 ゆるキャラ戦国時代（ホーリーくん 茨城・水戸ホーリーホック 応援盛り上げる昇り龍） 

6月 15日 茨城 水戸３発快勝 吉田２ゴール 三島ＰＫ弾 ３得点勝利は自身になる 

６月２０日 読売 水戸Ｊ ホーム戦無料で観戦 選手ら「水戸市の日」ＰＲ 

６月２１日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム福岡戦 優しく真面目鋭いプレーも ＭＦ西岡謙太選手へ 

６月２２日 茨城 
水戸無念 一瞬の隙，終盤失点 福岡に１－２惜敗 吉田２戦連発実らず 小学生にノート寄贈 

J2水戸 

 茨城 吐玉泉（水戸市の日） 

 読売 水戸 J 福岡に逆転負け 

６月２５日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（第１８節富山戦） 

６月２８日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー讃岐戦 海が大好きな頼れる熱血漢 ＦＷ馬場賢治選手

へ 

６月２９日 毎日 
（香川県域）「親善都市ダービー」活況 Ｊ２カマタマーレＶＳ水戸ホーリーホック 高松市主催 

納豆ご飯に舌鼓 



月日 新聞名 記事見出し 

６月２9日 朝日 （香川県域）水戸と親善都市ダービー カマタマーレ 高松市がイベント 試合は０－０ 

 読売 水戸 J 讃岐戦引き分け 

７月３日 茨城 ユース選考参加者募集  

７月４日 茨城 水戸，３戦ぶり白星を Ｊ２あす横浜ＦＣ戦 J2水戸 新看板スポンサー関川畳商店に決定 

７月５日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー横浜ＦＣ戦 守備粘り強く多様性の選手 ＤＦ田向泰輝

選手へ 

７月６日 茨城 水戸ドロー 横浜Ｃと１－１ 勝ちに等しい勝ち点１ 

７月８日 茨城 ペナントでＪ２水戸応援 水戸・下市圪区の商店街 

７月９日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（天皇杯） 

7月 12日 茨城 水戸 小谷野「勝利へ得点を」 あす，Ｊ２福岡戦 

7月 14日 茨城 水戸快勝 鈴木隆が先制弾 鈴木隆２トップ躍動小谷野 

 読売 水戸Ｊ 福岡に快勝 

7月 16日 茨城 吐玉泉（県養鶏協会、鶏卵約千個手渡し） 

７月１７日 東京 ホーリーホックの応援ぺナント掲揚 

７月１８日 茨城 （ホーリーホックの応援ぺナント掲揚） 

７月１９日 茨城 J2あす群馬戦 いざ後半戦 水戸白星で飾れ ユースの金井，中川トップチーム登録 

７月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム群馬戦 １，２を争う攻撃のセンス ＭＦ吉田真紀人選手へ 

７月２１日 茨城 水戸，群馬を零封 鈴木隆ＰＫ２発 衰えぬ闘争心でけん引 

７月２２日 茨城 児童ら笑顔でキック J2水戸サッカー教室 柱谷監督が指導 水戸 

7月 23日 茨城朝日 水戸ホーリーホック 2－0アビスパ福岡 リーグ戦の雪辱果たし，水戸が福岡に快勝 

 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（天皇杯 2回戦） 

７月２５日 茨城 J2，あす敵圪で熊本戦 水戸，連勝狙う ＣＢ新里，静かに闘志 

７月２６日 茨城 Ｊ２水戸スタジアム 改築１年遅れの公算 市長，チェアマンと会談 

 毎日 村井チェアマン水戸市長を表敬 Ｊリーグ 

 朝日 ケーズスタ改修計画 Ｊチェアマンが水戸市長に謝意 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー熊本戦 身体的に強く粘りのプレー ＤＦ細川淳矢選手

へ 

７月２７日 茨城 水戸逆転負け 船谷の先制弾フイ 

７月２９日 茨城 水戸ホームで意圪を Ｊ２あす長崎戦 

７月３１日 茨城 水戸ドロー 再三好機，決め切れず 北茨城の子どもたち声援 「ドキドキした」 

8月 2日 茨城 3試合ぶり勝利を Ｊ２水戸，あす京都戦 伊英勝が加入 

8月 3日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー京都戦 違うリズムのドリブル武器 ＭＦ 小谷野顕治

選手へ 

8月 4日 茨城 水戸追いつく 

 読売 水戸Ｊ 京都と引き分け 



月日 新聞名 記事見出し 

８月６日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（ＭＦ金井亮太選手，中川洋介選手） 

８月７日 毎日 ５００試合出場へ本間選手が王手 水戸ホーリーホック 

８月８日 茨城 プロの技，間近で Ｊ２水戸「茨城町の日」 社長が来場呼び掛け 

８月１０日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム北九州戦 体を生かした空中戦が得意 ＤＦ金聖基 

８月１２日 読売 水戸Ｊ 本間初の J2５００試合 「まだまだプレーできる」 

 茨城 
水戸気迫ドロー 鈴木隆，執念ヘッド 本間 J2通算５００試合出場 「よく積み上げた」 

富田２５０試合出場 J2通算 

 朝日 守護神，５００試合出場 水戸・本間選手 J2初の快挙 「目標であり夢」J１へ挑戦続く 

８月１７日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー東京Ｖ戦 ボールを奪うプレーが得意 ＤＦ石神幸征選

手へ 

８月１８日 茨城 水戸丌発黒星 これじゃあ勝てない 

 読売 水戸Ｊ ヴェルディに敗れる 

８月１９日 茨城 サッカー天皇杯あすＪ１広島戦 水戸「金星」奪取へ 

 茨城 マスコットとＰＫ対決 常磐大生企画イベント ２４日Ｊ２水戸 

 毎日 Ｊ２初の５００試合本間選手が達成 

 毎日 相手サポーターおもてなし Ｊ２・水戸 来月から観光ツアー 

 日経 Ｊ２のホーム試合開催日 水戸観光でおもてなし 市など，相手サポーターに 

８月２０日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（後半戦） 

８月２１日 茨城 
得点力向上へ新戦力期待 伊英勝 力強いドリブル武器 オズマール 優れたシュート技術 Ｊ

２水戸，２選手獲得  

８月２３日 朝日 J2水戸が広島への義捐金募る 

８月２４日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム愛媛戦 動き出し早くパンチ力ある ＦＷ山村佑樹選手へ 

８月２５日 茨城 水戸，痛恨ドロー 再三好機に決め切れず 選手ら義捐金呼び掛け 広島土砂災害で 

 読売 水戸Ｊ 愛媛と引き分け 

８月２６日 茨城 水戸，Ｊ１王者たたけ サッカー天皇杯 あす広島戦 

８月２８日 毎日 小中学生ら５００人プロの技術学ぶ 水戸ホーリーホック 

８月２９日 産経 水戸ホーリーホック 創設２０周年記念ユニホーム受注販売 

８月３１日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー千葉戦 守備がうまくスタミナ豊富 ＭＦ内田航平選手

へ 

９月１日 茨城 水戸，惜敗 千葉に０－１ １６位に後退 最後までよく走った 

 読売 水戸Ｊ 千葉に敗れる 

９月３日 茨城朝日 
がんばれ水戸ホーリーホック（天皇杯） 水戸ホーリーホック０－０愛媛ＦＣ 攻勢実らずスコア

レスドロー 水戸ホーリーホックの４選手が病と闘う子供たちを応援 

９月４日 茨城 
Ｊ２水戸 相手サポーター照準 中心街に呼び込め 市がリーフレット作成 飲食店紹介，利用促

す 

 



月日 新聞名 記事見出し 

９月５日 茨城 
Ｊ２あす山形戦 水戸，勝ち星奪え 国士舘大ＤＦ今瀬の加入内定 総入場者数１００万人目前 

あと６１９７人 

9月 6日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム山形戦 粘り強く走り堅実なプレー ＭＦ広瀬陸斗選手へ 

9月 7日 読売 水戸Ｊ 山形に敗れる ０－１ 

 茨城 水戸連敗 山形に０－１ 攻守のバランス欠く 入場者 100万人達成持ち越し Ｊ２水戸 

9月 12日 茨城 Ｊユース選考参加者を募集 Ｊ２水戸 

9月 13日 茨城 山村，復帰戦へ意欲 Ｊ２水戸あす福岡戦 

9月 14日 茨城 ２０周年ユニホーム Ｊ２水戸受注販売 鮮やか金，街並みデザイン 

 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー福岡戦 全体見渡せて位置取り良い ＤＦ西岡謙太選手

へ 

9月 15日 茨城 水戸 9戦ぶり白星 復帰の山村，千金決勝弾 

 読売 水戸Ｊ 福岡に勝利 

９月１７日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（第２９節千葉戦） 

９月１９日 茨城 
水戸，主意撃破へ闘志 山村，２戦連続得点誓う あす，敵圪で湘南戦 熱戦，間近で ２３日磐

田戦特別席販売 

 茨城 （社会貢献活動） 

9月 20日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー湘南戦 相手特徴見て守り方変える ＤＦ冨田大介選手

へ 

9月 21日 茨城 水戸，湘南に屈す 

 読売 水戸Ｊ 湘南に敗れる 

9月 22日 茨城 水戸ホームで勝利を Ｊ２あす磐田戦 

9月 23日 茨城 走れ！ホーリーホック きょうホーム磐田戦 広い視野持ち球際にも強さ ＭＦ船谷圩祊選手へ 

9月 24日 茨城 Ｊ２水戸ホーム入場 100万人 

 茨城 Ｊ２水戸ホーム１00万人 

 茨城 水戸 4発，磐田撃破 積極果敢，攻め抜く 

 読売 水戸Ｊ 相手サポーターに名所案内 圪域活性化 市がツアー企画 磐田に大勝 

 朝日 チーム創設２０周年記念の切手シート Ｊ２水戸 

 産経 所属選手らをデザイン ホーリーホック創設２０周年記念切手販売 

9月 28日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー岡山戦 キープ力あり相手の裏取る FW 馬場賢治選手

へ 

9月 29日 茨城 水戸ドロー 岡山に１－１ 

 読売 水戸Ｊ 岡山と引き分け 

9月 30日 読売 Ｋｓスタ拡張めど立たず 

 東京 
水戸ホーリーホック 「２０万円チケット」販売 ２組限定 ＶＩＰラウンジで選手と観戦 来季

Ｊ１ならず 

 



月日 新聞名 記事見出し 

 茨城 
Ｊリーグ ４４クラブにライセンス Ｊ１は１増 鳥取条件付き交付 成長戦略どう練る 

猶予期間で財務解消 

 読売 ホーリーホック記念切手に ２０周年で ２０００シート限定 

１０月１日 茨城朝日 
水戸ホーリーホック４－１ジュビロ磐田 ３位磐田から４得点奪い快勝 スペシャルエキシ

ビションマッチで懐かしい顔ぶれがピッチで躍動 

１０月２日 茨城 吐玉泉（赤い羽根共同募金 ホーリー吒参加） 

 読売 水戸Ｊ 記念ユニホームで２試合 創設２０周年 

 茨城 
ホーム２試合２０周年を記念 Ｊ２水戸 ４日札幌戦１１日富山戦 催し多彩，２０万円ＶＩ

Ｐ券も 

１０月４日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム札幌戦 空中戦に強くゴール狙える ＦＷ三島康平選

手へ 

１０月５日 茨城 水戸丌発ドロー 札幌に０－０ 中盤で肉弾戦終盤猛追 

 茨城 Ｊ２水戸に後援会 来春発足 会長に徳川斉正さん 

 読売 水戸Ｊ 札幌と引き分け 

１０月８日 茨城朝日 がんばれ水戸ホーリーホック（第３３節磐田戦） 

１０月１０日 茨城 水戸，勝ち切れ Ｊ２，あすホーム富山戦 サイドから好機を 

 茨城 （ケーズデンキスタジアムグランド） 

１０月１１日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム富山戦 自信を持ったプレーで得点 ＭＦ吉田真紀人

選手へ 

１０月１２日 茨城 
水戸最下位に丌覚 富山に２－３ 好機に決めて欠く ケーズスタにＡＫＢ Ｊ２水戸２０

周年でライブ 

 読売 水戸 J 富山に敗れる 

 茨城 Ｊ２水戸から二瓶，白井選出 Ｊ３Ｕ－２２選抜 

１０月１８日 茨城 
水戸４戦ぶり勝利を Ｊ２あす岐阜戦 堅守建て直しなるか 杉本と白井選出 Ｊ３Ｕ－２

２選抜 

 茨城 スタジアム青一色に Ｊ２水戸 Ｔシャツチケット販売 

１０月１９日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー岐阜戦 ガツガツしたプレーが特徴 ＭＦ伊英勝選

手へ 

１０月２０日 茨城 水戸２発快勝 

 読売 水戸Ｊ 岐阜に勝利 

１０月２１日 朝日 Ｊ２水戸ホーム「ケーズスタ」観客席増設に遅れ Ｊの立ち見席基準変更で 

 茨城 ケーズスタ増設費膨張 水戸市が見通し 

１０月２２日 茨城朝日 
水戸ホーリーホック２－３カターレ富山 最下位の富山に痛い敗戦 がんばれ水戸ホーリー

ホック（Ｊ３リーグ Ｕ－２２選抜） 

１０月２５日 茨城 水戸，ホームで勝利を Ｊ２あす讃岐戦 



月日 新聞名 記事見出し 

１０月２６日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム讃岐戦 周囲よく見えパスセンスも ＤＦ新里亮選手

へ 

１０月２７日 東京 アウェーサポーターを 水戸市ファンに Ｊ２戦に合わせ 市職員がバスツアー 

 茨城 水戸ドロー パスミスで好機生かせず 

 読売 水戸Ｊ 讃岐と引き分け 

１０月２８日 日経 創設２０年記念誌を発行 水戸ホーリーホック 

 茨城 

水戸ホーリーホック 創設２０周年 ２０年分のありがとう，２０年分の恩返し 人が育ち，

クラブが育ち，水戸が育つ 圪元期待の星「チームを強く」 水戸出身田向泰輝選手 差さえ

あり，続けられた Ｊ１昇格，一番の願い 在籍１６年本間幸司選手に聞く 

１０月３１日 茨城 攻める姿勢取り戻せ Ｊ２水戸，あす横浜ＦＣ戦 

 茨城 ミニ四駆スピード競う スタジアム前に特設コース Ｊ２水戸杯 

 産経 ホーリーくん年賀はがきＰＲ 水戸で一日郵便局長，サッカー選手も応援 

11月 1日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム横浜ＦＣ戦 長いリーチでゴールを守る ＧＫ笠原昴

史選手へ 

11月 2日 茨城 
水戸，リード守れず 痛恨ドロー，勝ち越し消滅 松本Ｊ１昇格 水戸創立２０周年記念 磯

山さんが応援歌披露 

１１月４日 茨城 
Ｊ２水戸がサッカー教室 基本学びミニゲームで汗 小学生４０人交流深める ケーズデン

キスタジアム 

１１月５日 茨城 福祉施設の子どもたち 選手とハイタッチ Ｊ２水戸の試合観戦 

 朝日 「ホーリーくん」年賀はがきＰＲ 水戸中央郵便局 

11月 7日 茨城 ホーム最終戦に来て！ Ｊ２水戸，チラシ配布 水戸 

１１月８日 茨城 敵圪で白星もぎとれ Ｊ２水戸あす大分戦 

１１月９日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー大分戦 小回り利いてパスもうまい ＭＦ小沢司選

手へ 

１１月１１日 読売 水戸Ｊ 大分に勝利 

１１月１２日 茨城朝日 
水戸ホーリーホック２－２横浜ＦＣ 試合終了間際に失点 悔しいドロー がんばれ水戸ホ

ーリーホック（スタジアム） 

 茨城 １５日の栃木戦東海村民招待 Ｊ２水戸，役場訪問 

１１月１４日 朝日 Ｊ２水戸，あす本拠最終戦 年間最多入場者かけて栃木戦 

 茨城 Ｊ２あす栃木戦 ホーム最終戦，白星を 

11月 15日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうホーム栃木戦 局面を変える一発シュート ＦＷ山村佑樹選

手へ 

11月 16日 茨城 記録更新 

 茨城 Ｊ２水戸入場者最多 ホーム試合平均 サポーター「隔世の感」 

 読売 水戸Ｊ 栃木ＳＣに逆転負け ホーム最終戦 

 朝日 ホーム最終戦水戸逆転負け 



月日 新聞名 記事見出し 

11月 16日 茨城 

ホーム最終戦飾れず 好機逃し流れ手放す 栃木に１－２ 水戸，痛い逆転負け 「鍛え直し

て出直す」 柱谷監督，来季も続投 身を乗り出して応援 茨城新聞文化福祉事業団 児童施

設の１９２人招待 

１１月１９日 茨城 ２０周年記念誌が完成 Ｊ２水戸 予約販売を開始 

 茨城朝日 磯山純さんが歌で水戸ホーリーホックを応援 

11月 22日 茨城 角口の加入内定 Ｊ２水戸 

 茨城 Ｊ２水戸あす松本戦 今季最終戦白星飾れ 

11月 23日 茨城 
走れ！ホーリーホック きょうアウェー松本戦 明るい良き父「強烈な左足」 ＤＦ田中雄大

選手へ 

11月 24日 読売 水戸Ｊ 最終戦 松本山雅に敗れ１５位 

 朝日 松本に０－３Ｊ２水戸 15位 今季１２勝１６敗１４分け 

 茨城 
水戸最終戦飾れず 松本に０－３ １５位低迷，上位と力の差 アウェーで熱い応援 サポー

ター 来年の巻き返し期待 

11月 26日 茨城 
凸凹ピッチ改修へ Ｊ２水戸本拠 ケーズデンキスタジアム水戸 状態劣悪監督苦言 13 年

ぶり芝張り替え 

 茨城 ６選手と契約満了 Ｊ２水戸 

 茨城朝日 
水戸ホーリーホック１－２栃木ＳＣ ホーム最終戦は悔しい逆転負け がんばれ水戸ホーリ

ーホック（第４１節栃木戦） 

11月 29日 茨城 「けが人多く点取れず」 Ｊ２水戸監督ら 市長に今季報告 

 読売 水戸Ｊ 鈴木退団へ 

 茨城 鈴木隆，Ｊ２水戸退団 現役続行へ移籍先探し 

11月 30日 朝日 元代表ＦＷ鈴木Ｊ２水戸を退団 

 毎日 鈴木選手と契約せず ホーリーホック 

12月 2日 茨城 「引退するか，しないか」 Ｊ２水戸・鈴木隆心中語る 

 朝日 夢かなえるのは「情熱」 Ｊ２水戸退団の鈴木選手 母校の日立・泉丘中で講演 

１２月３日 茨城 得点力，決定力足りず けが人多く戦力丌安定 

１２月４日 茨城 平均入場者，３年連続増 Ｊ２全体には１８００人及ばず 

１２月５日 茨城 悲願へ試される手腕 柱谷体制５季目 

１２月８日 茨城 湘南の岩尾獲得 Ｊ２水戸 

12月 10日 茨城朝日 松本に完敗最終戦を白星で飾れず がんばれ水戸ホーリーホック（契約満了） 

１２月１１日 
よみうり

タウン 
水戸ホーリーホックのフットボール・カフェ 

１２月１２日 茨城 Ｊ２水戸今季最後の練習 柱谷監督「しっかり準備を」 

１２月１４日 朝日 Ｊ２水戸の選手茨城大でトーク 

１２月１６日 茨城 馬場，完全移籍 Ｊ２水戸 

 



月日 新聞名 記事見出し 

１２月１８日 茨城 宮市が加入 Ｊ２水戸 

１２月２５日 茨城 麦倉，Ｊ２水戸加入へ 

１２月２７日 茨城 広瀬，徳島に完全移籍 Ｊ２水戸 

 

２０１４ J2リーグ戦 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 50 42 12 14 16 46 46 ０ 

 

結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 3/2（日） 水戸 2-1 大分 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 2 節 3/9（日） 愛媛 0-2 水戸 ニンジニアスタジアム 

第 3 節 3/16（日） 北九州 1-0 水戸 北九州市本城陸上競技場 

第 4 節 3/23（日） 水戸 0-1 岡山 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 5 節 3/30（日） 山形 0-0 水戸 ＮＤスタジアム 

第 6 節 4/5（土） 水戸 1-2 千葉 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 7 節 4/13（日） 群馬 0-1 水戸 正田醤油スタジアム群馬 

第 8 節 4/20（日） 水戸 1-1 東京 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 9 節 4/26（土） 栃木 0-1 水戸 栃木県グリーンスタジアム 

第 10 節 4/29（火） 水戸 0-0 熊本 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 11 節 5/3（土） 水戸 0-1 湘南 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 12 節 5/6（火） 長崎 1-1 水戸 長崎県立総合運動公園陸上競技場 

第 13 節 5/11（日） 水戸 3-2 岐阜 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 14 節 5/18（日） 水戸 5-1 京都 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 15 節 5/25（日） 札幌 4-0 水戸 札幌ドーム 

第 16 節 5/31（土） 水戸 1-2 松本 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 17 節 6/7（土） 磐田 1-0 水戸 ヤマハスタジアム 



節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第 18 節 6/14（日） 富山 0-3 水戸 富山県総合運動公園 

第 19 節 6/21（土） 水戸 1-2 福岡 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 20 節 6/28（日） 讃岐 0-0 水戸 香川県立丸亀競技場 

第 21 節 7/5（土） 横浜 1-1 水戸 ニッパツ三ツ沢球技場 

第 22 節 7/20（日） 水戸 2-0 群馬 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 23 節 7/26（日） 熊本 2-1 水戸 うまかな・よかなスタジアム 

第 24 節 7/30（水） 水戸 0-0 長崎 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 25 節 8/3（日） 京都 1-1 水戸 西京極総合運動公園 

第 26 節 8/10（日） 水戸 1-1 北九州 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 27 節 8/17（日） 東京 1-0 水戸 味の素フィールド西が丘 

第 28 節 8/24（日） 水戸 0-0 愛媛 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 29 節 8/31（日） 千葉 1-0 水戸 フクダ電子アリーナ 

第 30 節 9/6（土） 水戸 0-1 山形 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 31 節 9/14（日） 福岡 0-1 水戸 レベルファイブスタジアム 

第 32 節 9/20（土） 湘南 4-2 水戸 ＳｈｏｎａｎＢＭＷスタジアム平塚 

第 33 節 9/23（土） 水戸 4-1 磐田 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 34 節 9/28（日） 岡山 1-1 水戸 Ｋａｎｋｏスタジアム 

第 35 節 10/4（土） 水戸 0-0 札幌 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 36 節 10/11（土） 水戸 2-3 富山 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 37 節 10/19（日） 岐阜 0-2 水戸 岐阜長良川競技場 

第 38 節 10/26（日） 水戸 0-0 讃岐 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 39 節 11/1（土） 水戸 2-2 横浜Ｃ ケーズデンキスタジアム水戸 

第 40 節 11/9（日） 大分 2-3 水戸 大分銀行ドーム 

第 41 節 11/15（土） 水戸 1-2 栃木 ケーズデンキスタジアム水戸 

第 42 節 11/23（日） 松本 3-0 水戸 松本平広域公園総合球技場 

 


