
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２8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。 

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 Ｊ２水戸ＤＦ田向泰輝 勝利へ好機演出狙う 

１月 6日 茨城 Ｊ２水戸・新里Ｊ１甲府へ移籍 

１月 8日 茨城 Ｊ２町田に金が移籍 J2水戸 

１月１2日 茨城 戦力一新，大化け期待 

１月１４日 茨城 Ｊ２水戸もアウェーＶＳ京都 

１月１5日 茨城 「ガルパン」契約更新 Ｊ２水戸スポンサー 

１月１6日 朝日 鹿島・水戸が必勝祈願 Ｊリーグ 来月２８日開幕戦 

 茨城 Ｊ２水戸，開幕へ始動 初の全体練習に汗 

１月１8日 毎日 水戸「全力」Ｊ１つかむ 鹿島リーグ制覇「義務」 サッカー２チーム新体制 

 読売 水戸Ｊ（１１人加入新体制で挑む 「自分の力全てを出し切る」） 

 茨城 

Ｊ２水戸新体制 「全力」飛躍誓う 精度の高い左足兵働 「お帰り」に笑顔 ロメロフラン

ク 個の力でなく，チーム力で 大幅な入れ替え不安残るＤＦ陣 テーマは一体感 新ユニフ

ォーム 上位狙う新Ｊ２水戸始動 

１月１９日 朝日 新スローガンは「全力」 Ｊ２水戸が新体制 

1月２3日 茨城 Ｊ２水戸に支援金 キリンビール子会社５１万円 

 茨城 鹿島激突水戸 茨城ダービー 来月２１日カシマ 

1月２6日 茨城 ドリブル対決や握手会 Ｊ２水戸 ファン感謝デーに６００人 

1月２7日 茨城 Ｊ２水戸強化合宿 フィジカル面の向上図る 

 茨城朝日 水戸ホーリーホックが新体制発表 

1月２８日 茨城 吐玉泉（いばらく乳業支援金贈呈 

2月３日 茨城 試合前，スタジアム巡り 集客へＪ２水戸 推進協が支援事業 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（佐藤和樹選手） 

２月 4日 茨城 岡田，鈴鹿に移籍 Ｊ２水戸 

２月 5日 茨城 Ｊ２水戸，沖縄入り 地元小学生とサッカー教室 

２月 7日 茨城 吐玉泉（「水戸ホーリーホック２０１６全力展」 

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


月日 新聞名 記事見出し 

２月 8日 茨城 
課題は組織的守備 葵の戦士水戸の新戦力（ＭＦ兵藤昭弘 豊富な経験と戦術眼 ＭＦロメロフラ

ンク ボールキープが魅力） 

２月９日 茨城 
Ｊ３相模原と練習試合 攻撃の質追求 内田，守備で存在感 葵の戦士水戸の新戦力（ＭＦ佐藤和

弘 持ち味は豪快ミドル MF湯沢洋介 左サイドの攻撃彩る） 

2月 1０日 茨城 
葵の戦士水戸の新戦力（ＦＷ万代宏樹 万能型ストライカー ＭＦ斎藤翔太 ドリブル突破が売

り） 

 朝日 ホーリーホック観戦ツアー開催 水戸市，地区会ごと 

2月 1１日 茨城 
入念に速攻対策 葵の戦士水戸の新戦力（ＤＦ佐藤和樹 パワフルな左足強み ＭＦ佐藤祥 高い

ボール奪取能力） 

 茨城 Ｊ２水戸，城里に練習場 グラウンドとクラブハウス 旧七会中，町が整備 地域振興貢献も 

2月 1２日 茨城 
一丸で向かっていく 西ヶ谷監督キャンプ総括 葵の戦士水戸の新戦力（ＤＦ木下高彰 素早い判

断攻撃起点 ＤＦ伊藤槙人 気迫前面球際に強さ ＧＫ石井綾 後方から守備陣統率） 

 茨城 Ｊ２水戸城里に拠点 「練習は水戸市で」 「にぎわい創出を」 

2月 16日 茨城 ＤＦ宋株薫の移籍期間延長 J2水戸 

2月 17日 読売 水戸Ｊ（「ベトナムのメッシ」来日 コンフォンきょう合流 

2月 18日 毎日 「ベトナムのメッシ」始動 水戸加入のコンフォン選手チームに合流 関心高く国営 TV取材 

 茨城 水戸，躍進誓う キックオフパーティー 

 茨城 
Ｊ２水戸「ベトナムのメッシ」合流 個人技優れたストライカー FWグエン・コン・フォン 「一

生懸命プレーします」 

2月 19日 茨城 葵の戦士水戸の新戦力（ＦＷ宮本拓弥 郡を抜くフィジカル） 

2月２0日 茨城 水戸あす茨城ダービー鹿島 勝利へ準備万端 鍵握る守備の連係 

2月２１日 茨城 きょう茨城ダービー カシマで午後２時 当日券販売 

2月２２日 朝日 鹿島，水戸に競り勝つ サッカーＪプレマッチ 

 産経 「茨城ダービー」鹿島に１－２ 水戸，新戦力活躍で善戦 主力入れ替えも監督「うちらしさ出た」 

 茨城 
茨城ダービー 鹿島が２－１ 水戸，攻守で持ち味 狙い貫き，前線から圧力 佐藤樹存在感 果

敢な突破で起点 

 毎日 鹿島が水戸に勝利 茨城ダービー 鹿島の通産１０勝１分け Ｊリーグ開幕に向け弾み 

2月 23日 朝日 
Ｊ２水戸家庭向け電力キックオフ 出資の会社，４月までに１０００件目標 元日本代表・鈴木さ

んも一役 

2月 24日 茨城朝日 

開幕から全力！水戸ホーリーホック ３月 6 日にホーム開幕戦 今季のスローガンは「全力」２

０１６シーズンに向けて サポーターは全力１万人でスタジアムをブルーに がんばれ！！水戸

ホーリーホック（ＭＦ三島康平選手） 

2月 26日 読売 チームの完成度高める 

 茨城 Ｊ２水戸開幕特集 全力熱闘 葵の２７戦士たち Ｊ１目指し出陣 

2月 27日 茨城 水戸，激しく戦え Ｊ２あす開幕敵地で京都戦 堅守に磨き，攻撃封じる 

 茨城 論説Ｊリーグ開幕 鹿島，水戸の躍進に期待 



月日 新聞名 記事見出し 

2月 29日 茨城 Ｊ２開幕 京都と１－１ 布陣変更，後半にリズム 水戸，光る粘り強さ 三島千金同点弾 

3月１日 茨城 「交通の便」課題の声 Ｊ２水戸練習拠点 旧七会中活用へ住民説明 城里 

 東京 東電より３～６％割安 元日本代表鈴木さん Ｊ２水戸出資の新電力ＰＲ 

3月５日 茨城 水戸，今季初勝利狙え Ｊ２あすホームでＣ大阪戦 

3月６日 茨城 
Ｊ２水戸 ベトナムで放送，企業契約 フォン選手の波及効果高まる 「試合行く」「活躍期待」

県内在住ベトナム人 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホームＣ大阪戦） 

3月７日 茨城 ホーム開幕戦Ｊ２水戸惜敗 観客最多１万４２０人 

 読売 ホーム初戦Ｃ大阪に敗れる リーグ戦最多入場者数 決定機少なく 「次につなげたい」 

 茨城 
水戸失点一瞬の隙 Ｃ大阪に０－１ 後半攻勢も崩し切れず ロメロフランフ，４年ぶり復帰 力

強いプレー攻撃の軸躍動 

3月８日 毎日 Ｊ２水戸 ホーム最多の１万４２０人 セ大阪に惜敗 互角の戦いに沸く 

 茨城 書店チェーンが発表 本カバーでＪ２水戸応援 選手写真入り 購入者に配布 

3月９日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（開幕戦） 

3月 1１日 毎日 伝えたい 水戸ホーリーホック本間幸司さん（３８） 「家族」へ 勝って元気届ける 

3月 1２日 茨城 水戸もぎとれ初白星 Ｊ２あす金沢戦 スポンサーにＧＭＯ Ｊ２水戸 

3月 14日 朝日 Ｊ２水戸，練習場移転へ 城里にクラブハウスも 旧七会中を活用町が誘致 

 茨城 水戸決め手欠く 金沢とスコアレス 

 読売 水戸Ｊ（ツエーゲン金沢と０－０で引き分け） 

3月１９日 茨城 水戸，勝ち点３狙え Ｊ２あす岡山戦 

3月 2０日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム岡山戦） 

3月 2１日 茨城 
岡山に２－３ 水戸土壇場で競り負け 後半ロスタイム 同点直後，守りに隙 宮本，初出場初ゴ

ール 

 読売 水戸Ｊ（岡山に敗れる） 

3月 23日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（サイドバック） 

 茨城 城里町長らＪ１鹿島視察 Ｊ２水戸練習場移転計画 クラブハウスなど参考 

3月 27日 茨城 水戸，決め手欠く 岐阜に０－１ 再開に転落 

 読売 水戸Ｊ（岐阜に敗れる） 

3月 29日 茨城 吐玉泉（グエン・コン・フォン選手「茨城ベトナム交流大使」委嘱） 

 読売 茨城とベトナム「懸け橋になる」 コンフォン選手大使に 

 産経 ホーリーホックのグエン選手に交流大使委嘱 ベトナムと茨城の懸け橋に 

4月１日 朝日 フォン選手，「交流大使」に Ｊ２水戸 ベトナムに茨城をＰＲ 

4月２日 茨城 積極性出し初勝利を J2水戸あす群馬戦 

4月３日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム群馬戦 ＤＶＤを見てリフレッシュ ＭＦ内田航平選手） 

4月４日 読売 水戸Ｊ（今季初白星ホーム歓喜） 



月日 新聞名 記事見出し 

4月４日 茨城 水戸今季初白星 群馬に１－０ 再開脱出 攻守果敢，主導権握る 内田，先制アシスト 

４月５日 毎日 「推しメン総選挙」９日に 水戸ホーリーホック全２７選手対象 

４月６日 茨城 Ｊ２水戸に新スポンサー 大洗まいわい市場 

 朝日 しゃべりでチームと一丸 サッカーＪ２水戸のスタジアムＤＪ 寺田忍さん 

４月８日 茨城 水戸，連勝狙え Ｊ２あす愛媛戦 

４月９日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム愛媛戦 必ず食べてる朝はおにぎり ＭＦ佐藤和弘選手） 

４月１０日 茨城 水戸連勝ならず 愛媛に１－２ 球際厳しさ，運動量不足 三島２戦連発 ７戦４得点 

 読売 水戸Ｊ（ホームで敗戦 愛媛に１－２） 

4月１３日 茨城 施設，環境高い評価 Ｊ２水戸 「新練習拠点」の見学会 城里 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（宮本拓弥選手） 

4月 19日 茨城 ケーズスタ水戸改修 トラック青く Ｊ２水戸サポーターカラー重なり歓迎 

 産経 被災・熊本に「恩返し」 Ｊ２水戸の選手ら募金活動 

 毎日 義授金の恩返し選手が募金活動 水戸ホーリーホック 

4月 21日 茨城 フォン，実践モード アシスト貢献したい Ｊ２水戸「ベトナムのメッシ」 

4月 24日 茨城 水戸３発快勝 敵地で東京Ｖ圧倒 高い運動量，攻守かみ合う 今瀬，プロ初得点 

 読売 水戸Ｊ（ヴェルディに３－０で快勝） 

4月 27日 読売 水戸Ｊ（営業収入が最高 2期ぶり黒字） 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（三島康平選手） 

4月 28日 茨城 来月２２日水戸戦ホーム開催断念 Ｊ２熊本 ケーズスタ使用も検討 

4月 29日 茨城 Ｊ２水戸，きょう千葉戦 佐藤祥「成長見せる」 古巣相手に気合 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム千葉戦 ゴルフを練習コースが目標 ＤＦ田向泰輝選手 

4月 30日 茨城 
水戸耐えて連勝 開始５分の１点守り抜く 宋株熏，プロ初ゴール 地震被災者支援選手ら募金活

動 

 読売 水戸Ｊ（千葉下し連勝） 

5月 2日 茨城 元Ｊ２水戸マルキーニョさん 「Ｊ」指導者目指し奮闘 責任感，思いやり伝えたい 

 茨城 Ｊ２あす敵地で徳島戦 水戸，３連勝狙え パス回しで鍵握る兵働 

5月 3日 茨城 熊本―水戸戦，柏で２２日 Ｊ２ 

5月４日 茨城 水戸３連勝逃す 徳島に０－１ 

 読売 水戸Ｊ（徳島に敗れる） 

5月 7日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム北九州戦 仲間とご飯やＤＶＤを鑑賞 ＤＦ伊藤槙人選手） 

 茨城 走り切って白星を Ｊ２水戸きょう北九州戦 

5月 8日 読売 水戸Ｊ（北九州戦引き分け） 

 茨城 水戸執念ドロー 終了間際，萬代千金ゴール フォン初出場 反撃ムード後押し 

5月 9日 茨城 Ｊ２水戸のスクール生 田植え体験楽しむ 常陸太田 

5月１１日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（本間幸司選手） 
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5月 13日 毎日 サッカーで元気に！ 豪雨被害常総市民を無料招待 ホーリーホック１５日札幌戦６０００席 

 茨城 常総市民ら招待Ｊ２水戸がＰＲ １５日，ケーズスタ 

5月 14日 茨城 Ｊ２水戸あす札幌戦 粘り強く守れ スポンサーにベトナム航空 ユニホーム背に公告 

5月 15日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム札幌戦 息子と一緒にレゴブロック ＭＦ船谷圭祐選手） 

5月 16日 茨城 水戸惜敗 札幌に０－１ 運動量減り，終盤失点 

 茨城 ベトナムと関係強化 リーグ参加も検討へ 

 読売 水戸Ｊ（札幌に敗れる） ベトナム航空がユニホーム支援 今季終了まで 

5月 17日 毎日 ホーリーホックスポンサー ベトナム航空と契約 

5月２０日 産経 
サッカー「観戦して復興支援を」 震災後初の熊本「ホームゲーム」 千葉・柏で水戸と 22日対

戦 

5月２２日 茨城 水戸球際での争い鍵 J2きょう熊本戦 

5月 23日 茨城 サッカーＪ２ 響く「熊本」コール 水戸サポーター震災支援恩返し 

 読売 水戸 J（熊本に勝利） 

 茨城 
水戸辛勝 13 位に浮上 「地震復興支援マッチ」熊本戦 終盤先制，守り切る 熊本本拠戦 6

月は九州で代替開催 がんばろう熊本 

5月 24日 毎日 熊本コールやまず 千葉でホーム代替戦 サッカー水戸サポーターも 

５月２５日 日経 フットボールの熱源（海外選手獲得が懸ける橋） 

５月２８日 茨城 水戸連勝狙う J2きょう讃岐戦 サイド攻撃で突破口を 山村，得点へ意欲 

５月２９日 茨城 水戸，讃岐とドロー 終了間際，湯沢が同点弾 

 読売 水戸 J（讃岐戦引き分け） 

５月３１日 茨城 ビールでＪ２水戸応援 キリン 売り上げに応じ強化費 

６月１日 茨城 「水戸市の日」市民招待 Ｊ２水戸 ４日にホーム清水戦 

６月４日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム清水戦 船谷選手とは家族で仲良し ＦＷ萬代宏樹選手） 

 茨城 水戸，勝利で勢いを Ｊ２きょう清水戦 前線からのプレス鍵 水戸に新スポンサー 

６月５日 茨城 水戸手応えドロー 清水と０－０ プレス機能し主導権 アジア戦略を支援新スポンサー決定 

 読売 水戸Ｊ（ホームで無得点清水と引き分け） 

６月６日 茨城 ベトナムとの懸け橋に Ｊ２水戸 代表選手の獲得契機 

６月７日 茨城 Ｊ２水戸あす横浜ＦＣ戦 多彩な攻撃で崩せ 

  ６月８日～７月３１日は都合により中断します。８月１日掲載分より再開します。 

8月 1日 茨城 水戸後半３発 福井，平松加入後初 G 攻撃陣，層の厚さ証明 

 茨城 初先発フォンに大声援 ベトナムから応援ツアー 

 読売 水戸Ｊ（金沢に３－０で快勝） 

８月２日 茨城 いばらき大使に鈴木さん 元サッカー日本代表 「故郷のために」 

８月６日 茨城 Ｊ２水戸あす敵地松本戦 攻守好調，連勝狙う 
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８月６日 日経 
現地ファン茨城で応援 Ｊ２水戸移籍で高まる観光需要 コン・フォン選手，活躍道半ば 移籍期

間延長願う声も 

８月８日 茨城 水戸連勝逃す 松本に０－０ 

8月 11日 茨城 水戸，総力戦で勝利を Ｊ２きょう熊本戦  

 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうホーム熊本戦 オフの日でもアウトドア派 ＭＦロメロフランク選

手） 

8月 12日 茨城 熊本に１－１ 新布陣機能見せ場多く 水戸攻めてドロー 水戸市内３団体 熊本に支援金 

 読売 水戸Ｊ（ホームで熊本に１－１引き分け） 

８月１４日 茨城 Ｊ２水戸あす群馬戦 北関東ダービー勝利狙う 笠原「集中して守る」 

８月１６日 茨城 水戸，逆転負け 群馬に１－２ 

８月１７日 読売 水戸 J（群馬に逆転負け） 

8月 18日 茨城 Ｊ２水戸の３選手病棟の子らと交流 

8月 20日 茨城 勝利へ組織力鍵 Ｊ２水戸あす讃岐戦 

8月 21日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム讃岐戦 普段から３人一緒に過ごす ＭＦ湯沢洋介選手） 

8月 22日 茨城 水戸競り勝つ 讃岐に３－２ チーム一丸，白井２発 

 読売 水戸Ｊ（讃岐に勝利） 

8月 26日 茨城 
水戸白星へ士気高まる サッカー天皇杯 あす熱戦スタート 先発大幅入れ替え 宮本「仕掛けて

いく」 

8月 28日 茨城 水戸意地の白星 後半 41分，山村ヘッド 

8月 30日 毎日 
Ｊ２・水戸ホーリーホック 練習場城里へ移転 ２０１８年廃校利用クラブハウスも ２２チーム

中 14位 昨年 19位 

８月３１日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３０節讃岐戦） 

９月３日 茨城 水戸，堅守速攻で勝機を 湯沢「勢いもたらす」 Ｊ２清水戦 

９月４日 茨城 水戸清水に完敗 攻守で連携ちぐはぐ 

９月７日 茨城 Ｊ２水戸きょう長崎戦 縦に速い攻撃警戒 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック天皇杯初戦突破 

９月８日 茨城 水戸，長崎とドロー 平松，３戦連続ゴール 

 読売 水戸Ｊ（長崎と引き分け） 

9月 1０日 茨城 水戸，速攻に活路 Ｊ２あす東京Ｖ戦 プリマハムとスポンサー契約 

9月 13日 茨城 水戸攻めてドロー 東京Ｖに１－１ プレスでリズムつかむ 

 茨城 Ｊ２水戸応援店お目見え 水戸 マックがコラボ 

9月 14日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（天皇杯１回戦・東京国際大学戦） 

9月１９日 読売 水戸Ｊ（清水に逆転負け） 

 茨城 水戸勝ち点逃す 

９月２５日 茨城 守備陣，終盤の集中鍵 山村，２戦連続弾狙う きょうＪ２愛媛戦 



月日 新聞名 記事見出し 

９月２６日 茨城 水戸愛媛とドロー 

９月２９日 茨城 水戸はＪ２ライセンス Ｊ１要件満たさず 

９月３０日 東京 Ｊ２水戸 Ｊ１ライセンス交付されず 本拠地改修に進展なし  

 読売 水戸Ｊ（「戦車シート」を販売 ２日ホーム戦 ガルパン企画） 

10月２日 茨城 水戸５戦ぶり勝利を Ｊ２きょう山形戦 フォンが代表選出 ベトナム  

 茨城 きょうＪ２水戸大洗町民ら招待 ホームで山形戦 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム山形戦 夕食なるべく家族で一緒に ＤＦ福井諒司選手） 

10月 3日 茨城 水戸５戦ぶり白星 山形に１－０ 内田先制弾堅守でしのぐ 

 読売 水戸Ｊ（５試合ぶり勝利） 

１０月５日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（第３２節清水戦） 

10月 7日 茨城 水戸，好調の首位たたけ あすＪ２札幌戦 

10月 9日 茨城 水戸札幌に敗れる 14位後退 

 読売 水戸Ｊ（札幌に敗れる） 

10月 1６日 東京 Ｊ２水戸選手の写真公用カメラごと盗難 県観光ＰＲ用，車上荒らし 

 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうホーム横浜ＦＣ戦 朝食は納豆と卵かけご飯で ＦＷ山村佑樹選

手） 

 読売 水戸Ｊ（ホーム入場者数最多ペース スタジアムの環境整備要因） 

 茨城 水戸速攻に活路 Ｊ２あす横浜ＦＣ戦 上位浮上へ士気高め 

10月 17日 茨城 特別ユニホーム着用 Ｊ２水戸 ベトナム交流マッチ 

 茨城 横浜ＦＣに１－１ 水戸，決め切れず 詰め甘く，遠い追加点 

 読売 水戸Ｊ（横浜とドロー） 

10月 1８日 茨城 Ｊ２水戸，児童と交流 城里の石塚小２選手訪問 給食やボール遊び 

10月 1９日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＦＷ平松宗選手） 

10月２２日 茨城 水戸得点こだわれ J2あす京都戦 

10月２３日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうホーム京都戦 子ども連れて公園や水族館 GK笠原昴史選手 き

ょうのホーム戦城里町民無料招待 J2水戸 

10月２４日 茨城 
水戸痛恨ドロー 入場計10万人超 終了間際PK献上 攻守優勢も詰め甘く 水戸らしさは出せ

た 

 読売 水戸 J（京都と引き分け ホーム観客数，最多更新） 

10月２５日 読売 水戸 J（中川選手がトップ昇格） 

10月２９日 茨城 水戸白星へ攻めの姿勢 J2あす C大阪戦 

10月３０日 茨城 稲荷一小選手招き授業 Ｊ２水戸の活動知る 

10月３１日 茨城 水戸３戦連続ドロー 

 読売 水戸 J（セレッソ大阪戦２－２引き分け） 

 



月日 新聞名 記事見出し 

1１月２日 茨城 水戸，運動量で勝負 Ｊ２あすホーム徳島戦 

1１月３日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム徳島戦 オフを生かし車の免許取る FW宮本拓弥選手） 

1１月４日 茨城 水戸徳島に完敗 ０－３ 守備乱れ流れ失う 

1１月７日 茨城 水戸競り勝つ 岡山に２－１ 

1１月８日 読売 水戸 J（岡山に勝利Ｊ２残留） 

1１月１１日 茨城 山村２戦連発狙う Ｊ２あす北九州戦 水戸勝利誓う 

1１月１３日 茨城 水戸連勝逃す 北九州と２－２ 

 読売 水戸 J（北九州とドロー） 

1１月 1６日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＤＦ福井諒司選手） 

1１月１９日 茨城 水戸最終戦勝利で飾れ Ｊ２あすホームで山口戦 攻守に積極性を 

1１月２０日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム山口戦 歴史映画見てリフレッシュ ＤＦ宋株薫選手） 

1１月２１日 茨城 
水戸最高タイ１３位 最終戦，山口に敗退 攻守連動性欠き２失点 勝ち点４８，目標届かず 今

季を振り返る 三島移籍で攻撃の柱失う  

 茨城 年間入場最高１１万２６６８人 Ｊ２水戸 戦略奏功，来季に弾み 

 毎日 水戸山口に０－２敗れる 今季最終戦 １０勝１４敗１８分け１３位 

1１月２２日 毎日 
観客動員数 最多５年連続更新 ホーリーホック 最終戦に敗れ１３位 コンフォン選手効果 

ファン拡大，ビジネスにも波及 

1２月１日 毎日 がんばっペン（水戸のサッカー文化） 

1２月２日 茨城 
「全力」を目指して Ｊ２水戸この１年 エースの離脱 総合力高め順位維持 途中加入の平松機

能 

1２月７日 茨城 西ヶ谷監督成長を実感 Ｊ２水戸今季終了を報告 市長，観客増たたえる 

 毎日 ホーリーホック監督ら終了報告 水戸市長へ 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（ＤＦ福井諒司選手） 

 茨城朝日 水戸ホーリーホック０－２レノファ山口 

1２月１０日 茨城 Ｊ２水戸飛躍誓う 今季最後の練習に汗 山﨑が完全移籍 

1２月１３日 茨城 Ｊ２水戸 西ヶ谷監督が続投 

1２月１８日 東京 トークでも息ピッタリ Ｊ２水戸船谷・細川選手ら 茨大で交流イベント社長が秘話も 

1２月２８日 茨城 ＤＦ浜崎加入 Ｊ２水戸 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１6 J2リーグ 

順位（全２２チーム） 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失点差 

１３位 ４８ １０ １８ １４ ４５ ４９ ―４ 

 

結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 2/28（日） 京都 1-1 水戸 西京極陸上競技場 

第 2 節 3/6（日） 水戸 0-1 Ｃ大阪 ケーズデンキスタジアム 

第 3 節 3/18（日） 金沢 0-0 水戸 石川県西部緑地公園陸上競技場 

第 4 節 3/20（日） 水戸 2-3 岡山 ケーズデンキスタジアム 

第 5 節 3/26（土） 岐阜 1-0 水戸 岐阜長良川競技場 

第 6 節 4/3（日） 水戸 1-0 群馬 ケーズデンキスタジアム 

第 7 節 4/9（土） 水戸 1-2 愛媛 ケーズデンキスタジアム 

第 8 節 9/8（木） 長崎 1-1 水戸 トランスコスモスタジアム長崎 

第 9 節 4/23（土） 東京Ｖ 0-3 水戸 駒沢陸上競技場 

第 10 節 4/29（金） 水戸 1-0 千葉 ケーズデンキスタジアム 

第 11 節 5/3（火） 徳島 1-0 水戸 鳴門ポカリスエットスタジアム 

第 12 節 5/7（土） 水戸 1-1 北九州 ケーズデンキスタジアム 

第 13 節 5/15（日） 水戸 0-1 札幌 ケーズデンキスタジアム 

第 14 節 5/22（日） 熊本 0-1 水戸 日立柏サッカー場 

第 15 節 5/28（土） 讃岐 1-1 水戸 Ｐｉｋａｒaスタジアム 

第 16 節 6/4（土） 水戸 0-0 清水 ケーズデンキスタジアム 

第 17 節 6/8（水） 横浜 FC 1-1 水戸 ニッパツ三ツ沢球技場 

第 18 節 6/12（日） 水戸 2-2 町田 ケーズデンキスタジアム 

第 19 節 6/19（日） 山口 1-0 水戸 維新百年記念公園陸上競技場 

第 20 節 6/26（日） 山形 2-2 水戸 ＮＤソフトスタジアム山形 

第 21 節 7/3（日） 水戸 2-3 松本 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 22 節 7/10（日） 千葉 0-1 水戸 フクダ電子アリーナ 

第 23 節 7/16（土） 水戸 1-0 岐阜 ケーズデンキスタジアム 

第 24 節 7/20（水） 水戸 0-2 長崎 ケーズデンキスタジアム 

第 25 節 7/24（日） 町田 3-3 水戸 町田市立陸上競技場 

第 26 節 7/31（日） 水戸 3-0 金沢 ケーズデンキスタジアム 

第 27 節 8/7（日） 松本 0-0 水戸 松本平広域公園総合球技場 

第 28 節 8/11（木） 水戸 1-1 熊本 ケーズデンキスタジアム 

第 29 節 8/15（月） 群馬 1-2 水戸 正田醤油スタジアム群馬 

第 30 節 8/21（日） 水戸 3-2 讃岐 ケーズデンキスタジアム 

第 31 節 9/11（日） 水戸 1-1 東京Ｖ ケーズデンキスタジアム 

第 32 節 9/18（日） 清水 2-1 水戸 ＩＡＩスタジアム日本平 

第 33 節 9/25（日） 愛媛 1-1 水戸 ニンジニアスタジアム 

第 34 節 10/2（日） 水戸 1-0 山形 ケーズデンキスタジアム 

第 35 節 10/8（土） 札幌 1-0 水戸 札幌厚別公園競技場 

第 36 節 10/16（日） 

 

水戸 1-1 横浜Ｃ ケーズデンキスタジアム 

第 37 節 10/23（日） 

 

水戸 1-1 京都 ケーズデンキスタジアム 

第 38 節 10/30（日） Ｃ大阪 2-2 水戸 キンチョウスタジアム 

第 39 節 11/3（木） 

 

水戸 0-3 徳島 ケーズデンキスタジアム 

第 40 節 11/6（日） 岡山 1-2 水戸 シティライトスタジアム 

第 41 節 11/12（土） 北九州 2-2 水戸 北九州市本城陸上競技場 

第 42 節 11/20（日） 

 

水戸 0-2 山口 ケーズデンキスタジアム 

 


