
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２７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６日 茨城 冨田，徳島へ移籍 Ｊ２水戸 

１月１６日 茨城 ガルパン共にピッチへ Ｊ２水戸 ユニホームに広告 圪域発展へ相乗効果 

１月１８日 茨城 Ｊ２水戸が始動 新加入７人含む２６人参加 

１月１９日 茨城 Ｊ２水戸６位以内目指す 

 朝日 「皆翔」胸に６位以内へ ７選手が新加入 Ｊ２水戸新体制発表 

 毎日 柱谷監督「鬼に戻る」 ホーリーホック新体制発表 スローガン「皆翔」 

 茨城 
昇格へ走り切る Ｊ２水戸新体制 今季スローガン「皆翔」 宮市「ゴール決める」 デビューへ

誓い ユニホームに梅 「鬼の柱谷に戻る」 

 読売 水戸Ｊ 「走り切るサッカー」で挑む 

1月 20日 茨城 いばらく乳業がＪ２水戸に支援金 

１月 22日 茨城 飛躍へＪ２水戸必勝祈願 

 茨城 Ｊ２水戸必勝祈願 常磐神社 特大絵馬を奉納 

 朝日 Ｊ２水戸が必勝祈願 

1月 26日 茨城 圪場産品販売で集客 推進協予算 Ｊ２水戸支援へ２２５万円 岡山，金沢，讃岐と連係 

1月 27日 茨城 ファンら５００人と交流 Ｊ２水戸 記念撮影や絵かき 

１月 28日 茨城朝日 水戸は「皆翔」掲げ，鬼の柱谷が２６人の選手率いて飛躍誓う 

1月 29日 茨城 戦術浸透に力注ぐ Ｊ２水戸強化合宿スタート 

 日経 アニメ ガールズ＆パンツァー ホーリーホックにロゴ 

２月１日 茨城 攻守に「前への意識」 Ｊ２水戸，強化合宿終了 

２月４日 茨城 選手写真のブックカバー 連携企画 Ｊ２水戸とブックエース 月３０００部，購入者に配布 

 茨城 Ｊ２水戸 きょうから沖縄キャンプ 柱谷監督「順調」 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック・ファン感謝デー キャンプ前に選手が５００人のサポーターと交流 

２月５日 朝日 ホーリーホック２０年の歩み紹介 水戸，来月２９日まで 

 茨城 Ｊ２水戸，沖縄入り キャンプスタート 

２月７日 茨城 Ｊ２水戸に女子 U－１５ 県内，育成環境整備へ 

 毎日 Ｕ１５の女子チーム ホーリーホックが設立へ 未来のなでしこを圪元育成 

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


月日 新聞名 記事見出し 

２月１０日 茨城 鈴木隆，Ｊ２千葉移籍 

 朝日 鈴木隆行選手が千葉に完全移籍 Ｊ２水戸 

２月１１日 茨城 
葵の戦士 水戸の新戦力 ＤＦ山崎貴雅 闘志燃やし走り勝つ ＤF 麦倉捺木 左足自慢の伸び

盛り ＤＦ今瀬淳也 １対１で堅固な守備 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（沖縄キャンプ） 

２月１３日 茨城 
葵の戦士 水戸の新戦力 ＦＷ宮市剛 戦術の対応力に自信 ＦＷ角口大征 ポストプレーが得

意 

２月１４日 茨城 きょう「茨城ダービー」 水戸勝利へ意識統一 新人今瀬「守りしっかり」 

 朝日 中学時代の女子チーム創設 今春発足 Ｊ２水戸，来月選考会 

 茨城 新スポンサー決定 Ｊ２水戸 

２月１５日 毎日 鹿島が水戸降す サッカーゲスティバル 

 茨城 
茨城ダービー 鹿島仕上がり上々 若手主体で快勝 水戸精力的に動く 後半４２分 三島，反撃

の一発 今瀬フル出場，収穫も 

 朝日 鹿島速さで水戸圧倒 Ｊプレマッチ 若手躍動，手応え 

２月２５日 茨城 柱谷監督「チャレンジの年」 Ｊ２水戸キックオフパーティー 

2月 27日 茨城 元気に「おはよう」 Ｊ２選手山崎選手 見川小であいさつ運動 

 茨城 Ｊ２水戸連携磨く 中大と練習試合 

３月４日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（チームの平均年齢） 

 茨城朝日 Ｊ２リーグ８日開幕！！翔け！水戸ホーリーホック 

３月５日 茨城 Ｊ２８日に開幕 水戸，主力の奮起期待 Ｃ大阪Ｖ筆頭，追う大宮 

３月６日 茨城 
自作曲でＪ２水戸応援 シンガーソングライター宇宙まおさん 県ＰＲ動画にも採用 ８日の開

幕戦でライブ 

 茨城 開幕戦観戦呼び掛け Ｊ２水戸 駅周辺でチラシ配布 

３月７日 茨城 試合に住民ら無料招待 Ｊ２水戸 水戸市長表敬しＰＲ 

 茨城 Ｊ２，８日熱戦開始 水戸，攻め上がれ 柱谷監督「積極的に」 ホームで熊本迎え撃て 

３月８日 朝日 きょう開幕戦Ｊ２水戸・柱谷監督に聞く 若手挑戦させる成長見てほしい 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム熊本戦 １対１に強く長いパス武器 ＤＦ今瀬淳也選手へ） 

３月９日 朝日 水戸，手応えのドロー Ｊ２開幕，熊本と対戦 

 茨城 県勢Ｊ開幕戦，声援熱く 水戸 諦めず戦う姿がいい 

 茨城 水戸攻守に奮闘 引き分け発進 無得点も内容手応え 

 茨城 鹿島黒星，水戸ドロー 開幕戦 

 朝日 Ｊ２開幕 水戸，初戦引き分け 熊本と０－０ 雤の中４７８７人観戦 

 茨城 水戸熊本と引き分け サポーター今季に期待 豊富な運動量で圧倒 

３月１１日 毎日 私の決意（水戸ホーリーホックＤＦ今瀬淳也さん 人に夢や希望を） 

3月 15日 茨城 走れ！ホーリーホック（アウェー千葉戦 高い存在能力ちょっと天然 ＦＷ角口大征選手へ） 



月日 新聞名 記事見出し 

3月 16日 茨城 水戸猛攻及ばず完敗 

 読売 水戸Ｊ 千葉に完敗 

3月 18日 茨城朝日 水戸ホーリーホック 0－0ロアッソ熊本 水戸開幕戦はスコエレスドロー 

 茨城 プロの心構え，技披露 水戸商高Ｊ２水戸選手が講演 

3月 21日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー東京 V 戦 チームの中心プレーに期待 ＭＦ岩尾憲選手

へ） 

3月 22日 茨城 水戸零敗 後半，焦って攻守ミス 

 読売 水戸Ｊ 開幕３戦無得点東京 Vに敗れる 

3月 25日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＭＦ岩尾憲選手） 

3月 29日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム愛媛戦 攻撃センスと高さ兼ね持つ ＤＦ山崎貴雅選手へ） 

 茨城 初白星へ攻撃的布陣 Ｊ２水戸あす愛媛戦 

 茨城 Ｊ２水戸・白井Ｕ２２選抜に選出 Ｊリーグ 

3月 30日 茨城 「早く元気になって」 Ｊ２水戸選手ら県立こども病院訪問 記念撮影やパス回し 

 茨城 水戸，初白星 攻撃に素早さ 

 読売 水戸Ｊ（愛媛と対戦今季初勝利） 

3月 31日 茨城 水戸勢い乗り連勝を Ｊ２あす讃岐戦 三島，連続Ｇ狙う 

４月 1日 茨城 圪域活性化へ連携 Ｊ２水戸 茨城専と協定 

４月２日 読売 水戸 J 讃岐と引き分け 

４月４日 茨城 水戸，攻めて白星を Ｊ２あす福岡戦 

４月６日 読売 水戸 J（アビスパ福岡に０対１で惜敗） 

４月８日 日経 フットボールの熱源（圪域社会を再構築） 

 茨城朝日 水戸の選手らが病気と闘う子供たちを慰問 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（開幕３節） 

４月 9日 茨城 Ｊ２水戸に新スポンサー 

４月１0日 茨城 Ｊ２水戸あす徳島戦 本拠で勝利を 好連携，守備は好調 

４月１1日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム徳島戦 クロスボール高い両足精度 ＤＦ田向泰輝選手へ） 

４月１２日 茨城 
水戸快勝 爆発３Ｇ 鋭い攻めで切り裂く 流れをつかめた ルーキー山崎初出場「いい緊張感で

やれた」 

 読売 水戸 J（ホームで徳島に３－０ 「思い切ったプレスで流れ」 

４月１４日 茨城 ケーズスタ芝張り替え Ｊ２水戸本拠圪 来月１７日大分戦でお披露目 

４月１５日 茨城 二瓶，関東１部へ移籍 Ｊ２水戸 

４月１８日 茨城 水戸，奮起し連勝を Ｊ２あす札幌戦 連携に手応え 

 茨城 「歓喜の瞬間」４０点 みと・まち・情報館 Ｊ２水戸写真展 

４月１９日 茨城 Ｊ２水戸決算 ４期ぶり赤字 鈴木優，白井選出 Ｊ３・Ｕ２２選抜 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうアウェー札幌戦 左足のクロス運動量が特徴ＤＦ田中雄大選手へ） 



 

月日 新聞名 記事見出し 

４月２０日 茨城 水戸，惜敗 連勝适す 

 茨城 Ｊ２水戸，バスとコラボ集客 

４月２１日 日経 水戸ホーリーホック Ｊ２岡山・金沢と観光ＰＲ 会場に「三大名園」ブース 

 読売 水戸 J（札幌に敗戦） 

 茨城 水戸・金沢・岡山が連携 Ｊ２「日本三名園」企画 

４月２２日 茨城 チーム経営，育成に尽力 Ｊ２水戸・荻原ＧＭ退任 

 朝日 バスの車内に選手の写真 

4月２４日 東京 
三名園圪元クラブ連携 J2 水戸，金沢，岡山初の同一リーグ ひたちなか２９日に開始 観光Ｐ

Ｒや物産販売 

４月２７日 茨城 水戸連敗 後半失速，逆転許す 船谷，冷静にプレー 今季初出場 

 読売 水戸 J（大宮に逆転負け） 

４月２８日 茨城 水戸，連敗止めろ Ｊ２あす岡山戦 船谷「どんどん前に」 

４月２９日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ユニホーム） 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム岡山戦 明るく元気で頼もしい存在 ＤＦ金聖基選手へ） 

 茨城 Ｊ２水戸の白井Ｕ－２２選抜選出 

 日経 Ｊ２群馬・栃木，黒字に 債務超過解消 水戸，４期ぶり赤字 前期 

 朝日 Ｊ２水戸昨年度４期ぶりの赤字 広告料収入が減 

４月３０日 茨城 水戸守り抜く ＧＫ本間ＰＫ防ぐ 

 読売 水戸 J（岡山に競り勝つ） 

５月２日 茨城 水戸，粘り強さで白星を Ｊ２あす金沢戦 

５月３日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー金沢戦 チャンス生む左足のキック ＤＦ麦倉捺木選手

へ） 

５月４日 茨城 水戸惜敗 決め切れなかった 

 読売 水戸 J（金沢に敗れる） 

５月５日 茨城 水戸，勝ち点３へ全力 Ｊ２，あす長崎戦 ホームで流れ取り戻せ 

５月６日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム長崎戦 ボールを奪う安心感がある ＤＦ石神幸征選手へ） 

5月８日 茨城 水戸連敗 前半で３失点 好機つくれず 

 読売 水戸 J（本拠で長崎に敗れる） 

 
よみうりタウ

ンユース 

ホーリーホック２０年展 

5月 10日 読売 水戸 J（磐田に逆転負け） 

5月 12日 茨城 元気よく田植え体験 Ｊ２水戸スクール生 常陸太田、ＮＰＯ協力 

5月 13日 茨城 Ｊ２水戸の選手ら講師 サッカー教室参加者を募集 

5月 16日 茨城 水戸，本拠で白星を Ｊ２あす大分戦 ピッチ改修今季初戦 ケーズスタ 



月日 新聞名 記事見出し 

 読売 Ｋｓスタの芝新しく あすから使用 水はけ、耐久性良し 

 日経 Ｊ２水戸の応援番組配信 茨城県、ネットＴＶで 

 茨城 Ｊ２水戸応援番組ホーム戦展望配信 いばキラＴＶ 

5月 18日 読売 水戸 J（新ピッチで連敗ストップ 大分と１－１） 

 

 
茨城 

水戸、好機生かせず 大分とドロー 主力欠場も若手カバー 選手よく頑張った 走力生かした守

備を 柱谷監督「緑のピッチに感謝」 ケーズスタ改修終了 

5月 20日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ケーズスタ改修） 

5月 21日 朝日 Ｊ２水戸、電力アシスト 自然エネなど買い取り・供給事業に協力 「圪域貢献の考え賛同」 

5月 22日 茨城 スポンサー京扇と契約 Ｊ２水戸 

５月２3日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム京都戦 パスがうまく急成長感じる ＭＦ白井永圪選手へ） 

５月２4日 茨城 水戸勝利へ闘志 Ｊ２あす京都戦 

５月２５日 茨城 水戸力負け 早い失点積極性欠く 京都に０－２ 悔しいゲームの入り 

 茨城 飲んでＪ２水戸応援 売り上げの一部が強化費 キリンビール 来月からキャンペーン 

 読売 水戸 J（本拠で京都に敗れる） 

５月２７日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第１４節終了） 

５月３０日 茨城 水戸白星を Ｊ２あす岐阜戦 攻守の基本再確認 朴光一が一時帰国 負傷の左脚治療専念 

５月３１日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうアウェー岐阜戦 アグレッシブプレーが基本 ＦＷ宮市剛選手へ） 

 産経 カンプロ×水戸ホーリーホックサッカー教室 

６月１日 読売 水戸 J（岐阜と引き分け） 

６月２日 茨城 北朝鮮代表に金聖基 

６月 5日 茨城 水戸、本拠で白星飾れ Ｊ２あす北九州戦） 

６月 6日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム北九州戦 しなやかでスピードある ＤＦ新里亮選手へ） 

６月７日 茨城 水戸乱れた守備 １０敗目２１位転落 連携欠き、後半２被弾 

 読売 水戸 J（北九州に逆転負け再三の好機生かせず） 

６月８日 朝日 Ｊ２水戸・柱谷監督解任 チーム低迷志半ば ファンに動揺広がる 

 茨城 柱谷監督解任 水戸サポーター諦めと動揺 「仕方ない」「ショック」 

 茨城 Ｊ２水戸 柱谷監督を解任 シーズン途中、成績丌振 

 毎日 柱谷監督を解任 ホーリーホック 立て直し急務 

 読売 Ｊ２水戸，柱谷監督解任 

 茨城 理想の布陣組めず Ｊ２水戸解任 

6月 10日 茨城 特別支援の生徒Ｊ２水戸戦に招待 水戸葵ＬＣ 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（水戸電力株式会社） 

6月 11日 茨城 監督解任「ショック」 Ｊ２水戸選手ら心境 石川が加入 後任選定慎重に 強化部長 

6月 12日 茨城 いばらき春秋（柱谷監督解任） 
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6月 12日 産経 
Ｊ２水戸「ホーリーくん」13歳誕生日 チームの暗雲吹き飛ばせ！！ パーティーに県内ゆるキ

ャラ大集合 ２２チーム中２１位 サポーターの力を 

6月 13日 茨城 水戸，巻き返しだ！！ 西ケ谷ＨＣ指揮の初陣 気持ち一つ，勝ち点３狙う 

6月 16日 茨城 Ｃ大阪と１－１ 後半３６分，田中同点弾 水戸，執念ドロー 前に行くことできた 

 読売 水戸 J（ホームで引き分け監督代行初陣飾れず） 

6月 20日 茨城 水戸９戦ぶり白星を Ｊ２あす群馬戦 石川，正確クロス 紅白戦で調整 

６月２１日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー群馬戦 周りよく見てみんな見守る ＦＷ馬場賢治選手

へ） 

６月２２日 茨城 水戸競り勝つ ２０位浮上降格圏脱出 

 読売 水戸 J（１点を守り群馬に勝利） 

６月２７日 茨城 ホームで連勝飾れ 水戸あすＪ２横浜Ｃ戦 池ヶ谷，貢献誓う 新加入ＭＦ 

６月２８日 毎日 新監督に西ケ谷氏 Ｊ２ 水戸ホーリーホック 

 朝日 西ケ谷氏が監督に昇格 Ｊ２水戸 

 読売 水戸 J（監督に西ケ谷氏） 

 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうホーム横浜戦 明るい性格で意識一番高い ＦＷ吉田真紀人選手

へ） 

６月２９日 茨城 水戸競り負け 西ケ谷体制初陣 決め手欠き好機に丌発 １１敗目，２１位後退 

 読売 水戸 J（０－１で横浜に惜敗 ロスタイムカズに押し込まれる） 

６月３０日 毎日 ホーリーホック 水戸市と連携Ｊ２残留は正念場 圪域貢献 成績丌振 

７月２日 茨城 ピンチをチャンスに Ｊ２水戸西ケ谷監督 目に見える形で成果を 

７月３日 茨城 水戸，巻き返せ Ｊ２ あすホーム栃木戦 Ｊ２水戸ユース選考会参加者募集 

 日経 サッカー人として三浦知良（必然の「ごっつぁん」） 

７月４日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム栃木戦 ヘディング力Ｊリーグ屈指 ＦＷ三島康平選手へ） 

７月５日 茨城 
水戸逆転，栃木下す １８位に浮上 先制許すも集中切らさず 水戸の麦倉選出 Ｊ３・Ｕ－２２

選抜 

 読売 水戸Ｊ（栃木に逆転勝ち） 

７月７日 茨城 水戸，連勝へ闘志 Ｊ２，あす大分戦 山﨑，期限付き移籍 

７月８日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー大分戦 プレーの熱さチームに伝染 ＤＦ緑川淳矢選手

へ） 

７月９日 読売 水戸Ｊ（大分と引き分け） 

 茨城 水戸連勝适す 大分とドロー 集中切らさず戦った 

７月１２日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム福岡戦 運動量も豊富攻撃的プレー ＤＦ石川大徳選手へ） 

７月１４日 茨城 福岡と２－２ 馬場右足ボレーで反撃 水戸，粘って追い付く 続けることが大事 

 読売 水戸Ｊ（２点差追いつき福岡と引き分け 

 



月日 新聞名 記事見出し 

７月１５日 東京 Ｊ２水戸応援にポロシャツ販売 夏限定「ブルー」２種類 

 茨城 常磐大が集客アップ策 Ｊ２水戸、来月１日金沢戦 吹奏楽や多彩イベント 

７月１７日 茨城 水戸，意思統一に自信 Ｊ２，あす愛媛戦 攻撃陣，調子上向き 

７月１8日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー愛媛戦 どっしり構えボール散らす ＭＦ池ヶ谷颯斗選手

へ 

７月１９日 茨城 水戸，愛媛に快勝 １７位に浮上 

 読売 水戸Ｊ（愛媛に快勝） 

７月２０日 茨城 「夢を持って」とエール 水戸稲荷一小 Ｊ２水戸２選手が授業 

７月２１日 茨城 水戸，今季初連勝を Ｊ２あす，ホーム千葉戦 三島，好調を協調 

 茨城 Ｊ２水戸選手子どもに指導 水戸でサッカー教室 

７月２２日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム千葉戦 高い身体能力キックも強力 ＤＦ今瀬淳也選手へ） 

７月２３日 茨城 
水戸粘り発揮 千葉に１－１ １７位は変わらず 失点後も集中切らさず 後半３５分馬場同点

弾 

７月３１日 茨城 
水戸，連勝狙え Ｊ２あす金沢戦 伊英勝が退団 水戸ユース４位 ホーリー杯 接戦落とすも粘

り強さ発揮 

８月１日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム金沢戦 精度高いＦＫ右足は一級品 ＭＦ朴光一選手へ） 

8月 2日 茨城 水戸，連勝ならず 猛攻ふい勝ち点３适す 本拠イベントに新スポンサー Ｊ２ 

 読売 水戸Ｊ（金沢と引き分け） 

8月３日 茨城 Ｊ２水戸，英宏中と連携協定 

8月４日 茨城 Ｊ２水戸 鈴木が加入 Ｊ１新潟から期限付き 

8月７日 茨城 水戸勝ち点３を Ｊ２あす徳島戦 新加入のＦＷ鈴木武 豪快プレーが持ち味 

8月 9日 茨城 水戸，徳島に惜敗 先制点許すと苦しい 

 読売 水戸Ｊ（敵圪で徳島に敗れる） 

8月 14日 茨城 水戸先制点を Ｊ２，あすホームで讃岐戦 負傷の宗株薫合流 

8月 15日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム讃岐戦 厳しさ熱さを持ち合わせる ＧＫ笠原昴史選手へ） 

8月 16日 茨城 
水戸連敗 讃岐に０－１ 先制許し流れ失う ゲームを苦しくしてしまった 水戸のユース岡安

Ｕ１６選抜に選出 

 読売 水戸Ｊ（讃岐に敗れる） 

 茨城 Ｊ２水戸３選手こども病院訪問 水戸 

8月 19日 茨城 鹿島２人，水戸２人を選出 サッカーＵ２２代表 

 茨城 Ｊ２水戸 キムチ，納豆企業が支援 パワーフードスポンサー 選手に食品提供 

8月 22日 茨城 水戸，連敗止めろ Ｊ２あす北九州戦 新加入宗株薫 攻撃でも強さ見せる 

8月 23日 茨城 

走れ！ホーリーホック（きょうアウェー北九州戦 強い体生かし攻撃の芽摘む ＭＦ内田航平選手

へ） 

 



月日 新聞名 記事見出し 

8月 24日 茨城 水戸ドロー 終了間際失点，すごく残念 

 読売 水戸Ｊ（北九州にドロー） 

8月 28日 茨城 天皇杯あす開幕 流通経大，Ｊ２栃木戦 Ｊ２水戸，若手積極起用へ ラインメール青森戦 

8月 30日 茨城 水戸，後半に逆転 山村，勝ち越し弾 前半２失点，若手に丌満 

９月４日 茨城 水戸，勝利へ闘志 天皇杯あす J2北九州戦 茨城ダービー実現目指す 伊英勝 J2群馬加入 

９月６日 茨城 水戸快勝，後半２発 守備陣奮闘，流れ呼ぶ 

９月 9日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（内田航平選手 U-22日本代表候補選出） 

９月１１日 茨城 茨城ダービー日程発表 サッカー天皇杯３回戦 

 茨城 J2水戸練習場冠水  

９月１2日 茨城 J1鹿島・J2水戸・つくば FC 公式戦で義捐金募集 台風１８号 水害被災者を支援 

 茨城 吐玉泉（県養鶏協会鶏卵贈呈） 

 茨城 水戸，首位をたたけ J2，あす大宮戦 

９月１３日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム大宮戦 当たりが強い躍動的プレー DF宗株薫選手へ 

９月１５日 茨城 水戸首位大宮下す 鈴木雄千金弾 積極的守備，流れ呼ぶ 

９月 16日 茨城朝日 水戸ホーリーホック ２回戦突破 ギラヴァンツ北九州に２－１で勝利 

９月 17日 茨城 練習再開も一部使えず 芝養生期間延長 Ｊ２水戸 別の場確保へ調整 

９月 18日 茨城 吐玉泉（募金活動） 

９月 19日 茨城 水戸，勢い乗り連勝を Ｊ２あす栃木戦 福留「攻撃的に守る」 新加入ＧＫ 

９月２0日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー栃木戦 同じサイドで互いを生かす ＤＦ田中雄大選手

へ） 

９月２1日 茨城 水戸ドロー 栃木と２－２ 北関東ダービー水戸が４連覇 ２点リード守れず 

 読売 水戸Ｊ（栃木と引き分ける） 

９月２2日 茨城 水戸，粘り強く白星を Ｊ２あすＣ大坂戦 

９月２3日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェーＣ大坂戦 空中戦の強さ大学時も有名 ＦＷ三島康平選手

へ） 

 茨城 ホーリーくん大洗の日ＰＲ Ｊ２水戸，夏海小で あいさつ運動に参加 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３１節大宮戦） 

９月２6日 茨城 
水戸さあ上昇だ ホーム残り５戦熱い声援送ろう 連携「手応えある」ＦＷ鈴木武蔵 攻守，シン

プルにＭＦ内田航平 勝利へ全身全霊 

９月２7日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム岐阜戦 明るく面白いチームに融和 ＦＷ鈴木武蔵選手へ） 

９月２８日 茨城 水戸岐阜に零敗 ２０位に後退 強固な守備終始崩せず 

 読売 水戸Ｊ（ＦＣ岐阜に破れる北九州にドロー） 

９月３０日 茨城 Ｊクラブライセンス 鹿島，水戸は変わらず 

１０月３日 茨城 水戸勝利へ速攻重視 J2あす岡山戦 

１０月４日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうアウェー岡山戦 前線まで響く大声出し指示 GK福留健吾選手へ 



月日 新聞名 記事見出し 

１０月４日 茨城 J2水戸・宮市 J3U22召集 

１０月５日 茨城 水戸痛い黒星 

 読売 水戸Ｊ（岡山に破れる） 

１０月６日 茨城 Ｊユース選手権１０日開幕 鹿島，水戸Ｖ目指す 

１０月９日 茨城 水戸，連敗抜け出せ Ｊ２あすホーム・磐田戦 上位零封へ守備で集中 

10月１０日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム磐田戦 ポストプレー高い足元技術 ＦＷ宮市剛選手へ） 

 茨城 本買ってＪ２水戸支援 ブックエース２５日まで 売り上げ１％，強化資金に 

10月 11日 茨城 磐田と１－１ 水戸善戦ドロー 積極性貫き連敗脱出 

 読売 水戸Ｊ（磐田と引き分け） 

10月 14日 茨城 
きょう天皇杯３回戦茨城ダービー 鹿島いざ真剣勝負水戸 控え組の奮起期待 初白星へ積極攻

守 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３５節岡山戦） 

 朝日 見えないサッカーを体験 Ｊ２選手も参加，水戸で講習 

10月 15日 茨城 茨城ダービー 水戸，ＰＫ戦制す ＧＫ笠原が攻守 

 茨城 鹿島ＶＳ水戸 熱い声援 サッカー天皇杯 

 読売 水戸が鹿島下す 天皇杯 

10月 17日 茨城 Ｊ２あすホーム東京Ｖ戦 水戸守備からリズムを 

10月 19日 茨城 水戸，主導権握り完勝 東京Ｖに２－０ 献身的な守備から速攻 自信につながる勝ち点３ 

 読売 水戸Ｊ（ヴェルディに勝利） 

10月 21日 茨城朝日 
天皇杯３回戦・茨城ダービー 鹿島アントラーズ VS水戸ホーリーホック 水戸がＰＫ戦の末に鹿

島から歴史的１勝 

10月 22日 茨城 サポーターの善意寄託 J2水戸と選手会 常総市に義授金１６０万円 

10月 23日 茨城 サッカー天皇杯４回戦 水戸，FC東京と対決 

10月 24日 茨城 水戸，連勝へ闘志 J2あす長崎戦 水戸，来月１１日 FC東京戦 天皇杯４回戦 

10月 25日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうアウェー長崎戦 明るく気さくタフなプレー DF細川淳矢選手へ） 

10月 26日 茨城 水戸，長崎とドロー 100％ファイトしてくれた 

10月 26日 読売 水戸Ｊ（長崎と引き分け） 

10月 28日 茨城朝日 「ボールはどこ？」「どうやって狙う？」ブラインドサッカーにびっくり 

10月 31日 茨城 水戸堅守から得点を Ｊ２，あす群馬戦 

１1月1日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム群馬戦 強さと速い足面白い一面も ＤＦ今瀬淳也選手へ） 

１１月２日 茨城 水戸無念ドロー 勝ち点４２１９位後退 精度欠き空砲１５発 

１1月4日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（Ｊ２残留） 

１1月５日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうアウェー熊本戦 チームまとめ異彩のプレー ＭＦ船谷圩祊選手

へ） 

 茨城 吐玉泉（ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン） 



  

月日 新聞名 記事見出し 

１1月５日 読売 水戸Ｊ（決定力欠き群馬と分ける） 

１1月７日 茨城 あすＪ２熊本戦 水戸残留へ勝利を 北朝鮮代表に金聖基を選出 Ｗ杯アジア２次予選 

11月 10日 茨城 水戸追い付きドロー 自動降格可能性消える 

 読売 水戸Ｊ（熊本に引き分け） 

 茨城 天皇杯あす４回戦・Ｆ東京戦 水戸，堅守で勝機を 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック 0-0ザスパクサツ群馬 水戸，群馬とスコアレスドロー残留に踏みとどまる 

11月 12日 茨城 
水戸８強适す ＦＣ東京に０－２ 守備乱れプラン崩壊 「東海村の日」来場訴え Ｊ２水戸１４

日にホーム札幌戦 

11月 13日 茨城 水戸残留へ必勝 Ｊ２あす札幌戦 内田闘志「球際激しく」 

11月 14日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム札幌戦 チームけん引頼もしい存在 ＧＫ本間幸司選手へ） 

11月 15日 読売 水戸Ｊ（逆転勝ちでＪ２残留 ホーム最終戦 終了間際執念のゴール） 

 茨城 年間入場者初の 10万人 Ｊ２水戸ホーム最終戦 残留決め喜び爆発 

 朝日 水戸，Ｊ２残留決定 本拠最終戦札幌に２－１ 

 茨城 
最終戦残し残留決定 水戸執念，逆転勝ち 値千金，三島ヘッド 養護施設の３３０人招待 茨城

新聞文化福祉事業団 

11月 15日 茨城 サッカーＵ２２代表候補合宿 Ｊ２水戸・鈴木武選出 

11月 20日 茨城 サッカーＵー２２代表候補合宿 Ｊ２水戸・鈴木武選出 

11月 22日 茨城 水戸，連勝で締めろ Ｊ２あす京都戦 

11月 23日 読売 走れ！ホーリーホック（きょうアウェー京都戦 選手をまとめチームに貢献 ＤＦ田向 

11月 24日 読売 水戸Ｊ（最終戦京都に敗れ１９位） 

 茨城 
水戸最終戦飾れず 京都に屈し１９位 逆転負け「今季象徴」 監督解任／降格の危機 波乱のシ

ーズン 

11月 25日 日経 栃木ＳＣ，Ｊ３降格 大幅減収必死経営も難しく 水戸や群馬も低迷 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック 2-1コンサドーレ札幌 終了間際の劇的逆転ゴールでＪ２残留決める 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（Ｊ２残留） 

11月 25日 茨城 吐玉泉（サッカー教室） 

１２月３日 茨城 走り抜くＪ２水戸この１年（選手層薄く終始苦戦 清張へ若返り 故障相次ぎ主力離脱） 

 茨城 ＦＷ鈴木が引退表明 力強いプレー魅力 鹿島，水戸で活躍 国際Ａマッチ５５試合１１得点 

１２月８日 茨城 
走り抜くＪ２水戸この１年（攻守，存在感アピール 若手，残留に貢献 さらなる進化で上位を Ｕ

２２韓国代表にＪ２水戸・宗株薫 Ｊ２水戸 西ヶ谷監督が続投 成績向上へ「チャレンジ」 

１２月８日 茨城 Ｊ２水戸，グエン獲得 期限付き移籍 ベトナム代表ＦＷ 交流で圪域活性化へ 

 日経 「ベトナムのメッシ」Ｊ２水戸が獲得へ きょう発表 

 朝日 引退の鈴木選手現役２１年を述懐 サッカー元日本代表 

１２月９日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（若手選手） 



月日 新聞名 記事見出し 

12月 10日 茨城 Ｊ２水戸，木下獲得 

12月 12日 茨城 Ｊ２水戸・岩館浦和へ完全移籍 

12月 23日 茨城 兵頭ら３選手加入 Ｊ２水戸 

 毎日 Ｊ２水戸 「ベトナムのメッシ」獲得 コンフォン選手 交流拡大にも期待 

  

２０１５ J2リーグ最終節 

順位（全２２チーム） 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失点差 

19 46 10 16 16 40 47 -7 

 

結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 3/8（日） 水戸 0-0 熊本 笠松運動公園 

第 2 節 3/15（日） 千葉 2-0 水戸 フクダ電子アリーナ 

第 3 節 3/21（土） 東京 2-0 水戸 味の素スタジアム 

第 4 節 3/29（日） 水戸 3-1 愛媛 笠松運動公園 

第 5 節 4/1（水） 讃岐 0-0 水戸 丸亀競技場 

第 6 節 4/5（日） 福岡 1-0 水戸 レベルファイブスタジアム 

第 7 節 4/12（日） 水戸 3-0 徳島 笠松運動公園 

第 8 節 4/19（日） 札幌 1-0 水戸 札幌ドーム 

第 9 節 4/26（日） 大宮 2-1 水戸 ＮＡＣＫ５スタジアム 

第 10 節 4/29（水） 水戸 1-0 岡山 笠松運動公園 

第 11 節 5/3（日） 金沢 1-0 水戸 石川県西部緑地公園陸上競技場 

第 12 節 5/6（水） 水戸 1-3 長崎 笠松運動公園 

第 13 節 5/9（土） 磐田 2-1 水戸 ヤマハスタジアム 

第 14 節 5/17（日） 

 

水戸 1-1 大分 ケーズデンキスタジアム 

第 15 節 5/24（日） 

 

水戸 0-2 京都 ケーズデンキスタジアム 

第 16 節 5/31（日） 岐阜 １-1 水戸 長良川競技場 

第 17 節 6/6（土） 

 

水戸 1-2 北九州 ケーズデンキスタジアム 



節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第 18 節 6/14（日） 

 

水戸 1-1 Ｃ大阪 ケーズデンキスタジアム 

第 19 節 6/21（日） 群馬 0-1 水戸 正田醤油スタジアム 

第 20 節 6/28（日） 

 

水戸 0-1 横浜Ｃ ケーズデンキスタジアム 

第 21 節 7/4（土） 

 

水戸 2-1 栃木 ケーズデンキスタジアム 

第 22 節 7/8（水） 大分 1-1 水戸 大分銀行ドーム 

第 23 節 7/12（日） 

 

水戸 2-2 福岡 ケーズデンキスタジアム 

第 24 節 7/18（土） 愛媛 0-2 水戸 ニンジニアスタジアム 

第 25 節 7/22（水） 

 

水戸 1-1 千葉 ケーズデンキスタジアム 

第 26 節 7/26（日） 横浜Ｃ 0-2 水戸 ニッパツ三ツ沢球技場 

第 27 節 8/1（土） 

 

水戸 1-1 金沢 ケーズデンキスタジアム 

第 28 節 8/8（土） 徳島 1-0 水戸 鳴門ポカリスエットスタジアム 

第 29 節 8/15（土） 

 

水戸 0-1 讃岐 ケーズデンキスタジアム 

第 30 節 8/23（日） 北九州 2-2 水戸 北九州市本城陸上競技場 

第 31 節 9/13（日） 

 

水戸 1-0 大宮 ケーズデンキスタジアム 

第 32 節 9/20（日） 栃木 2-2 水戸 栃木県グリーンスタジアム 

第 33 節 9/23（水） Ｃ大坂 2-2 水戸 ヤンマースタジアム長居 

第 34 節 9/27（日） 

 

水戸 0-2 岐阜 ケーズデンキスタジアム 

第 35 節 10/4（日） 岡山 3-0 水戸 岡山県津山陸上競技場 

第 36 節 10/10（土） 

 

水戸 1-1 磐田 ケーズデンキスタジアム 

第 37 節 10/18（日） 

 

水戸 2-0 東京Ｖ ケーズデンキスタジアム 

第 38 節 10/25（日） 

 

水戸 0-0 長崎 ケーズデンキスタジアム 

第 39 節 11/1（日） 

 

水戸 0-0 群馬 ケーズデンキスタジアム 

第 40 節 11/8（日） 熊本 1-1 水戸 うまかな・よかなスタジアム 

第 41 節 11/14（土） 

 

水戸 2-1 札幌 ケーズデンキスタジアム 

第 42 節 11/23（月） 京都 2-1 水戸 西京極陸上競技場 

 


