
新聞記事でみる水戸ホーリーホック 平成２９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にリンクしています。 

月日 新聞名 記事見出し 

１月 1 日 茨城 Ｊ２水戸ＭＦ中川洋介 ドリブル突破武器 

1 月 16 日 茨城 6 位以内へ闘志 J2 水戸が始動 特大絵馬奉納必勝を祈願 沼田社長ら 

 東京 「地域に必要な強いチームに」 Ｊ２水戸が必勝祈願 

 毎日 Ｊ１昇格へ決意新た 水戸ホーリーホックが必勝祈願 

1 月 1９日 茨城 パウロン加入 J2 水戸 

1 月２０日 茨城 ＤＦクォン加入 J2 水戸 

1 月２２日 毎日 スローガンは「前進」 ホーリーホック 来季新体制発表 

 読売 水戸Ｊ（１０人加入 新体制で挑む 開幕戦 ホームで来月２６日） 

 茨城 Ｊ２水戸新体制 飛躍へ「前進」 「全員がキーマン」 明るい青採用 新ユニホーム 

1 月２４日 毎日 「長期の利益」を柱に 

1 月２８日 茨城 意識共有，連携深める Ｊ２水戸強化合宿終了 

1 月２９日 東京 水戸ホーリーホック 城里町・旧七会中で 感謝イベント開催 新たな拠点をファンに披露 

 茨城 城里でサポーターと交流 Ｊ２水戸感謝デー 

２月２日 茨城 ３市連携事業を継続 Ｊ２水戸ホームタウン推進協 金沢などで特産品販売 

 東京 Ｊ２水戸新拠点 廃校芝生化 グラウンド整備費可決 城里町 

２月８日 茨城 Ｊ２水戸消費拡大応援 魚食べて賞品獲得 11 日から来月１０日まで 

 日経 鮮魚購入で観戦チケット Ｊ２水戸と水産会社 カスミに専用コーナー 

 読売 水戸Ｊ（お魚食べよう加工会社と協力 観戦チケット当たるかも） 

２月９日 産経 
ホーリーホックがキャンペーン 水産加工会社などとタイアップ 抽選で観戦チケットなど当

たる 

２月１１日 東京 お魚を食べようＪ２水戸がＰＲ 水産加工業者とタッグ 

２月１２日 読売 「茨城ダービー」９０００人興奮 鹿島３－０で水戸下す 

 産経 茨城ダービー 鹿島快勝水戸にも手応え 

 毎日 
鹿島アントラーズ 茨城サッカーフェス 水戸ホーリーホック 茨城ダービーに声援 鹿島が

貫録３－０ 

 

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


月日 新聞名 記事見出し 

２月１２日 茨城 茨城ダービー 鹿島３発水戸下す 

２月１５日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（林陵平選手） 

 茨城朝日 Ｊ２が 26 日に開幕 水戸の開幕は湘南とホームで対決 前進あるのみ更なる高みへ 

２月１７日 茨城 ＭＦ橋本が加入 Ｊ２水戸 鹿島と水戸２回戦から 天皇杯組み合わせ 

２月１７日 朝日 Ｊ２水戸勝つと Ｔポイントが２倍に 地域おこし２４０店と連携 

 茨城 Ｊ２水戸，Ｔポイントと連携 リーグ戦勝利，翌日２倍 

 東京 Ｊ１のピッチ夢見て Ｊ２水戸 本間選手（３９）に聞く ５６３試合出場 まだまだ現役で 

２月２４日 産経 ホーリーホック勝利→Ｔポイント２倍 地域経済活性化へ提携 

 茨城 Ｊ２水戸の開幕戦ＰＲ 水戸駅 選手らチラシ配布 

 日経 水戸ホーリーホック Ｔポイントと提携 

 読売 水戸Ｊ（勝利翌日Ｔポイント倍に 「試合に関心持って」 水戸，ひたちなかなどの２３７店 

２月２５日 茨城 Ｊ２水戸，開幕へ闘志 社長や選手 支援企業訪れ感謝伝える 

 東京 勝利の翌日，Ｔポイント２倍 Ｊ２水戸がコラボキャンペーン ホームタウン９市町村２４０店 

２月２７日 茨城 開幕戦飾れず ＣＫ意表突かれ失点 水戸ゴール遠く 攻撃の精度に課題 橋本，攻守けん引 

 茨城 水戸スポ少初優勝飾る ＪＡバンク杯サッカー 

 茨城 水戸の健闘たたえる Ｊ２開幕，サポーター声援 

 朝日 Ｊ２水戸，開幕戦飾れず 湘南に０－１ 途切れぬサポーター声援 

 毎日 水戸ホーリーホック開幕戦 「攻撃の質向上を」 湘南に０－１敗れる 

 読売 水戸Ｊ（開幕戦湘南に惜敗） 

２月２７日 茨城 Ｊ２水戸復興支援 ホーム３試合 対象市町村の住民招待 

3 月 4 日 茨城 水戸ホーリーホック勝った翌日は Ｔポイント２倍 地域活性化で 237 店舗 

3 月 5 日 読売 水戸 J（今季初勝利） 金沢に４－０ 

3 月 8 日 茨城 本間選手児童にエール 水戸 堀原小 2 分の 1 成人式 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（橋本晃司選手） 

３月１１日 茨城 水戸連勝狙う Ｊ２きょう敵地東京Ｖ戦 橋本「失点せず勝ち切る」 

３月１２日 茨城 水戸４失点大敗 守備陣崩壊，痛恨ＰＫ 

３月１３日 読売 水戸Ｊ（ヴェルディに敗れる） 

３月１４日 茨城 着工は国体以降に ケーズスタ座席増設，計画遅れ 

３月１９日 茨城 
Ｊ２水戸のアジア戦略 企業のベトナム進出支援 人気選手プレー知名度アップ 現地財閥と提

携へ 

 読売 水戸 J（名古屋に敗れる） 

３月１９日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（福井諒司選手） 

 茨城 いばらき春秋（初代社長石山徹） 

３月２６日 茨城 水戸１点死守 守備陣変更，失点許さず 

 読売 水戸 J（愛媛に勝利 ホームで） 



月日 新聞名 記事見出し 

４月１日 茨城 きょうＪ２山口戦 水戸，先手で勝機を 

４月２日 茨城 水戸，山口とドロー 守備陣に隙，ＰＫ献上 

 読売 水戸 J（山口と引き分け） 

４月２日 茨城 海を越え交流拡大 Ｊ２水戸 越１部クラブと提携 若手育成や新規事業創出 

４月７日 茨城 水戸，前線のプレス鍵 Ｊ２あす岐阜戦 アウェー今季初勝利狙う 

４月９日 茨城 水戸追い付けず 岐阜に１－２，１６位後退 

 読売 水戸 J（岐阜に敗れる） 

４月１２日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（前田大然選手） 

 茨城 飲み歩き楽しんで ２２日，水戸 Ｊ２ホームでも 

４月１４日 茨城 
Ｊ２水戸 ホーム試合でコラボ Ｂ２ロボッツ 地域活性化へ協働 チケット割引やメッセージ

放映 互いのファン交流狙う 

４月１２日 茨城朝日 ２１，２２日に水戸バー・バル・バール開催 ２２日は水戸ホーリーホックもコラボ 

４月１５日 茨城 水戸決定機逃すな きょうＪ２群馬戦 北関東ダービー白星を 

４月１６日 茨城 水戸３戦ぶり白星 アウェー初勝利よかった 

 読売 水戸 J（群馬に勝利 アウェーで１－０） 

４月１８日 茨城 スコアブック（水戸の前田，成長期待） 

４月２２日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム福岡戦 サポーターの期待応えたい ＭＦ小島幹敏選手） 

 読売 きょうホームＪ２福岡戦 水戸完封勝ちを 

４月２３日 茨城 水戸福岡とドロー 林が先制ゴール 総力戦で勝ち点１ 

 読売 水戸 J（福岡と引き分け） 

 茨城 Ｊリーグのアジア戦略 人材交流や収益増へ 活力還流鹿島も水戸も 

４月２４日 茨城 水戸，２期連続黒字 Ｊ２ 

４月２９日 茨城 Ｊ２水戸きょう町田戦 球際制し白星狙え 

 読売 走れ！ホーリーホック（きょうホーム町田戦 試合に出場し力を出したい ＤＦ斉藤隆成選手） 

４月３０日 茨城 水戸逃げ切る 町田に３－２ 攻撃に手応えも終盤課題 

５月３日 茨城 Ｊ２水戸のワオン発行へ イオン 

５月４日 読売 水戸 J（山形と引き分け） 

 茨城 水戸山形とドロー 連勝逃す 好機に決めきれれば 

５月５日 朝日 
Ｊ２水戸４０歳Ｊリーガー本間選手の１年を追う ＤＶＤ製作，限定販売へ 強靭なバネ，駆け引

き巧み 

５月６日 茨城 Ｊ２水戸あす敵地長崎戦 攻撃精度高め白星を 

５月９日 茨城 水戸，長崎とドロー 

 日経 Ｊ２水戸を応援「ＷＡＯＮ」発行 イオン，利用額一部寄付 

 茨城 Ｊ２水戸ホームケーズスタ 客席増設遠いゴール Ｊ１昇格条件「選手獲得に影響も」 

5 月 13 日 日経 水戸，2 期連続の黒字 北関東のＪ２・Ｊ３前期 広告や集客力や明暗 



月日 新聞名 記事見出し 

5 月 13 日 茨城 
走れ！ホーリーホック（きょうホーム横浜ＦＣ戦 磐田から移籍結果出したい ＭＦ清水貴文選

手） 

5 月 14 日 茨城 水戸３戦連続ドロー 難敵相手に守備奮闘 

 読売 水戸 J（横浜と引き分け） 

5 月 17 日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（佐藤祥選手） 

5 月 18 日 茨城 水戸京都とドロー ハードワークできた 

 読売 水戸 J（京都とドロー） 

 日経 水戸，食とサッカーの街に 洋食店「マロン」代表大塚巌氏 周囲巻き込み活気再び 

5 月２１日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム徳島戦 可能性感じる今年のチーム ＭＦ船谷圭祐選手） 

5 月２２日 茨城 水戸追い付きドロー ８戦連続負けなし 後半猛攻，あと一歩 

 読売 水戸 J（徳島とドロー） 

5 月２４日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（笠原昴史選手） 

5 月２９日 茨城 水戸 6 戦ぶり白星 

 読売 水戸 J（熊本に勝利） 

６月３日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム大分戦 街やチームになじみ頑張る ＤＦ浜崎佑磨選手） 

６月４日 茨城 水戸連勝終盤２点 １０試合連続負けなし 大分に２－０ ＦＷ２人，攻守で躍動 

６月７日 茨城 Ｊ２水戸強化後押し キリン茨城支社 売り上げ一部を協賛 

６月１３日 茨城 水戸４年ぶり３連勝 １１戦無敗 松本に初勝利 福井，決勝ヘッド 

 読売 水戸 J（松本に勝利） 

６月１４日 茨城朝日 
がんばれ！！水戸ホーリーホック（水戸今季初の連勝大分を完封 １０試合連続負けなしのクラブ

新記録達成 外山凌選手） 

6 月 1７日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム千葉戦 試合の展開を読んでプレー ＭＦ内田航平選手） 

 茨城 水戸 4 連勝狙え Ｊ２きょう千葉戦 

6 月 18 日 茨城 ３発 水戸堂々４連勝 堅守から流れ１２戦無敗 

 読売 水戸 J（千葉に勝利） 

6 月 2１日 茨城 水戸勢い持続を Ｊ２熊本戦 選手層底上げ若手奮起 

6 月 22 日 茨城 水戸，延長で惜敗 先制も逃げ切れず 

6 月 2４日 日経 
Ｊ２水戸，農業アシスト ＩＴ企業や茨城大と連携 遠隔管理めざす ベトナムへの提供も視野 

事業成功，クラブ・企業にメリット 

6 月 2５日 茨城 水戸５連勝挑む Ｊ２きょう讃岐戦 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム讃岐戦 第２子が誕生さらに頑張る ＧＫ笠原昴史選手） 

6 月 26 日 読売 水戸 J（４位に浮上） 

 茨城 讃岐に２－１ 4 位浮上 水戸逆転５連勝 １７年ぶり 終盤の采配ピタリ 

6 月 28 日 茨城朝日 水戸延長戦の末，惜敗 

   



月日 新聞名 記事見出し 

６月３０日 茨城 クラブ初の６連勝狙う Ｊ２水戸あす岡山戦 

７月２日 茨城 水戸完敗３発被弾 プレス空回り守備崩壊 連勝ストップ 

 読売 水戸 J（岡山に敗れ連勝ストップ ７位後退） 

７月７日 産経 新戦力の「攻」と既存の「守」融合 クラブ最高順位へ 

７月８日 産経 「スタンド増設を」勝ち続けＰＲ Ｊ１ライセンス基準満たさず 

 茨城 Ｊ２水戸きょう熊本戦 統一感ある守備意識 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム熊本戦 勝利へと導くアシスト狙う ＭＦ佐藤祥選手） 

７月９日 茨城 水戸無念ドロー 一瞬の隙，痛恨被弾 暫定４位 

 読売 水戸 J（熊本と引き分け） 

７月２１日 茨城 夏場の戦い成長示せ Ｊ２水戸，あす大分戦 

７月２３日 茨城 水戸，大分とドロー 

７月２５日 日経 芸術＋サッカー 地元熱く 水戸でイベント開催 芸術家の日比野氏ら企画 

７月３０日 茨城 水戸劇的白星 終了間際 斉藤が決勝弾 

8 月 2 日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（浜崎拓麿選手） 

8 月 3 日 日経 Ｊ２水戸・５日の讃岐戦 黄門まつりで試合応援 支援組織 ＪＲ駅前に特設会場 

 毎日 Ｊ２ホーリーホック応援しよう 5 日にＰＶ カマタマーレ讃岐戦 

８月６日 茨城 水戸讃岐に完敗 もう一度ひた向きに 

 読売 水戸 J（讃岐に敗れる） 

8 月 10 日 茨城 戦術再確認し白星を Ｊ２水戸あす愛媛戦 

8 月 1２日 茨城 水戸不発ドロー 

8 月 16 日 茨城 個人の成長示し上位へ Ｊ２水戸きょう京都戦 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム京都戦 もっと点取り勝利に貢献へ ＦＷ前田大然選手） 

8 月 17 日 茨城 水戸攻めて２発 7 位浮上 高い組織力，理想の展開 

8 月 18 日 毎日 ホーリーホック選手ら投票呼びかけ 啓発グッズを来場者に配布 

 読売 水戸 J（京都に勝利） 

8 月 1９日 茨城 水戸，ＦＷ陣充実 Ｊ２あす横浜ＦＣ戦 

 茨城 スタジアム催し盛況 Ｊ２水戸応援 常磐大生が企画 

8 月 21 日 茨城 水戸，一発に沈む ３戦ぶり黒星 

 読売 水戸 J（横浜に敗れる） 

8 月 26 日 茨城 組織力で勝利狙う Ｊ２水戸あす福岡戦 

8 月 28 日 茨城 水戸福岡とドロー 粘り強く戦えた 

 茨城 来月 2 日名古屋戦水戸市民無料招待 Ｊ２水戸，市長表敬しＰＲ 

8 月 29 日 読売 水戸 J（福岡と引き分け） 

9 月 1 日 茨城 Ｊ２水戸，あすのホーム らくがきカーに応援書き込んで スポンサー企業が企画 

9 月 2 日 茨城 水戸，守りから流れを Ｊ２きょう名古屋戦 



月日 新聞名 記事見出し 

9 月 7 日 日経 Ｊ２試合会場で余った食品回収 ホーリーホックなど 

9 月 8 日 東京 
Ｊ２水戸ホーリーホック応援企画 大洗舞台「ガルパン」とコラボチケット あすの岐阜戦から有

効 

9 月９日 茨城 Ｊ２水戸きょう岐阜戦 サイドの攻防に闘志 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム岐阜戦 今年夏に移籍得点で貢献を ＦＷ斎藤恵太選手） 

9 月 10 日 茨城 水戸痛恨の敗戦 ホーム無敗止まる 終了間際逆転許す 

 読売 水戸 J（岐阜に敗れる） 

9 月 15 日 茨城 Ｊ２水戸あす千葉戦 守備からリズムを 

9 月 17 日 茨城 水戸，反撃及ばず 千葉に１－２ 

 読売 水戸 J（千葉に敗れる） 

9 月 18 日 茨城 氷上のホーリー躍進へ 水戸創設 5 年目アイスホッケー 全員で攻守理想追及 

9 月 20 日 読売 献血呼びかけＪ２水戸と連携 ２４日群馬戦 協力者に観戦券 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（船谷圭祐選手） 

9 月 24 日 茨城 
きょうＪ２群馬戦 水戸，戦う姿勢前面に 上位進出へ白星を 大原，トップに昇格 Ｊ２水戸ユ

ース 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム群馬戦 練習はハード試合で活躍を ＭＦ伊藤涼太郎選手） 

9 月 25 日 茨城 水戸隙なし圧勝 攻めて４点，守って零封 強み出すプラン組んだ 

 読売 水戸 J（群馬に快勝） 

9 月 27 日 読売 来季もＪ２ライセンス 水戸ホーリーホック 

 茨城 Ｊ２水戸，特別指定選手 井坂「日々頑張りたい」 

9 月 29 日 茨城 水戸，浮上へ連勝を Ｊ２，あす松本戦 

 日経 「常陸秋そば」味わって 県，Ｊ２水戸の試合にブース 

９月 30 日 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム松本戦 全力を出して残り試合戦う ＤＦパウロン選手） 

１０月1日 茨城 水戸，松本に惜敗 わずかな隙突かれ失点 

 読売 水戸 J（松本に敗れる） 

１０月８日 茨城 水戸３失点 湘南に完敗 

１０月１１日 茨城朝日 地元のチーム 

１０月１３日 日経 Ｔカードで買い物 Ｊ2 水戸に１％寄付 ブックエースなど 

 産経 買い物でホーリーホック応援 ３日間、Ｔポイント提携 

１０月１４日 茨城 水戸、きょうＪ2 岡山戦 プレスで圧倒狙う ＧＫ長谷川、加入へ 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム岡山戦 最高順位懸け最後まで全力 ＦＷ林陵平選手） 

１０月１５日 茨城 水戸、岡山に辛勝 しぶとく戦えた 一つでも多く勝つ 粘り強く１点死守 

１０月１6 日  読売 水戸 J（岡山に勝利） 

１０月２2 日 茨城 水戸連勝逃す 山口に 0-1 もっとやれる部分ある 

 読売 水戸 J（0-1 で山口に敗戦） 



月日 新聞名 記事見出し 

１０月２５日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（伊藤涼太郎選手） 

１０月２8 日 茨城 水戸戦う姿勢示せ きょうＪ2 徳島戦 

１０月２9 日 茨城 水戸逆転勝ち 徳島に 3-2 湘南Ｊ1 復帰 

11 月 5 日 茨城 走れ！ホーリーホック（今日ホーム長崎戦 残り全試合を勝つ気持ちで ＤＦ細川淳矢選手） 

 読売 水戸 J（長崎に負ける） 

11 月６日 茨城 水戸力負け 持ち味出し切れず 

11 月 8 日 茨城 ホーリーホック新施設の愛称募集 

１1 月１０日 茨城 地元産「米と肉」食べ比べでＰＲ Ｊ2 水戸、12 日山形戦で 

１1 月１２日 茨城 Ｊ2 水戸、きょう山形戦 ホーム最終戦、成長示せ 

 茨城 走れ！ホーリーホック（きょうホーム山形戦 感謝の思いでホーム最終戦 ＤＦ福井諒司選手） 

 読売 水戸Ｊ（きょうホーム最終戦 山形と） 

１１月１４日 茨城 

水戸山形に完敗 攻撃のギア上がらず ホーム最終戦黒星 Ｊ出場へ全力アピール 鹿島と水戸

が練習試合 元気サポーター，選手に熱い声援 大井川知事が初めての観戦 Ｊ２グルメ対決いか

が 

 読売 水戸Ｊ（山形に敗れる） 

１１月１５日 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（前田大然選手） 

１ 1 月 １ 8 日 茨城 水戸，最終戦白星を Ｊ２あす，アウェー金沢戦 動きだしが大事，西ヶ谷監督一問一答 

１ 1 月 １ 9 日 茨城 西ヶ谷監督今季限り Ｊ２水戸３季指揮，後任は未定 

 読売 水戸Ｊ（西ヶ谷監督今季で退任） 

 産経 西ヶ谷監督が退任「感謝でいっぱい」 

１1 月２０日 茨城 水戸最終戦飾れず 統率欠き２失点 １４位に終わる  

１ 1 月 ２ 1 日 茨城 後任監督高いハードル 

１ 1 月 ２ 2 日 茨城 

示された現在地Ｊ２水戸この１年（快進撃の前半戦 守備再構築し躍進 ２トップがチームけん

引） 那珂など８市町村追加 Ｊ２水戸ホームタウン ライセンス取得へ前進 鈴木隆行さん引退

試合 日立出身，元サッカー日本代表 水戸・来年１月１３日 

 読売 水戸Ｊ（ホームタウンに８市町村が追加） 

１１月２3 日 茨城 
示された現在地Ｊ２水戸この１年（研究される苦しみ 攻守に積極性欠く 前線とＤＦ，意思統一

課題） 

 読売 水戸Ｊ（鈴木さん引退試合来年に 日韓Ｗ杯メンバーと対戦） 

 毎日 元日本代表・鈴木隆行さん 来年１月引退試合 水戸で開催 

１１月２4 日 茨城 
示された現在地Ｊ２水戸この１年（チームの成長 伸び悩んだ若手，中堅 スタメン争い活性化せ

ず） 

1２月４日 茨城 ＭＦ斎藤翔太退団 

12 月６日 茨城 「Ｊ１昇格で恩返し」 スポンサー感謝会 

1２月７日 茨城 水戸ホーリーホックのフットボール・カフェ 



1２月９日 茨城 ＦＷ前田大然，松本復帰 

１2 月１２日 茨城 新監督に長谷部氏 「飛躍できるよう尽力」 

 読売 水戸Ｊ（新監督に長谷部氏） 

 毎日 水戸の新監督に長谷部茂利氏 「飛躍に尽力したい」 

１２月１３日 東京 鈴木隆行さん引退試合 来年１月１３日水戸で きょうチケット発売 

 茨城朝日 がんばれ！！水戸ホーリーホック（西ヶ谷監督） 

 産経 新監督に長谷部氏 「飛躍するよう尽力」 

１2 月１４日 茨城 橋本晃司退団，萬代宏樹長野へ 

１2 月１５日 茨城 佐藤和樹，富山へ移籍 

 毎日 茨城大図書館土曜アカデミー「水戸ホーリーホックのフットボール・カフェ」 

１2 月１８日 ＮＨＫ 鈴木隆行の引退試合が 1月開催 

１2 月１９日 茨城 林，東京Ｖへ移籍 

１2 月２０日 茨城 
「愛される監督」目標に 鹿島，水戸での経験糧 ケーズスタで来月１３日 鈴木隆行さん引退試

合へ 

 茨城 鈴木隆行さん引退試合ＰＲ 水戸で来月１３日 市長を表敬 

１ 2 月 ２ 7 日 茨城 鹿島激突水戸 2 月 3 日ケーズスタ「茨城ダービー」 

 茨城 Ｊ2 水戸，ジエゴ加入 内田は徳島へ 

１2 月２８日 茨城 愛称は「アツマーレ」 Ｊ2 水戸クラブハウス 城里の複合施設 

１2 月３０日 茨城 ＧＫ松井，ＭＦ前 Ｊ2 水戸に加入 笠原は大宮へ 

１2 月３１日 茨城 今瀬，Ｊ3 富山へ Ｊ2 水戸，期限付き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２０１７ J2リーグ 

順位（全２２チーム） 勝点 勝 分 負 得点 失点 得失点差 

１４位 ５４ １４ １２ １６ ４５ ４８ －３ 

 

結果 

節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第１節 2/26（日） 水戸 0-1 湘南 ケーズデンキスタジアム 

第 2 節 3/4（土） 水戸 4-0 金沢 ケーズデンキスタジアム 

第 3 節 3/11（土） 東京Ｖ 4-0 水戸 味の素スタジアム 

第 4 節 3/18（土） 名古屋 2-1 水戸 パロマ瑞穂スタジアム 

第 5 節 3/25（土） 水戸 1-0 愛媛 ケーズデンキスタジアム 

第 6 節 4/1（土） 水戸 1-1 山口 ケーズデンキスタジアム 

第 7 節 4/8（土） 岐阜 2-1 水戸 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

第 8 節 4/15（土） 群馬 0-1 水戸 正田醤油スタジアム 

第 9 節 4/22（土） 水戸 1-1 福岡 ケーズデンキスタジアム 

第 10 節 4/29（土） 水戸 3-2 町田 ケーズデンキスタジアム 

第 11 節 5/3（水） 山形 0-0 水戸 ＮＤソフトスタジアム山形 

第 12 節 5/7（日） 長崎 0-0 水戸 トランスコスモススタジアム 

第 13 節 5/13（土） 水戸 0-0 横浜ＦＣ ケーズデンキスタジアム 

第 14 節 5/14（日） 京都 1-1 水戸 西京極陸上競技場 

第 15 節 5/21（土） 水戸 1-1 徳島 ケーズデンキスタジアム 

第 16 節 5/28（日） 熊本 2-3 水戸 えがお健康スタジアム 

第 17 節 6/3（土） 水戸 2-0 大分 ケーズデンキスタジアム 

第 18 節 6/11（日） 松本 0-1 水戸 松本平広域公園総合球技場 

第 19 節 6/17（土） 水戸 3-1 千葉 ケーズデンキスタジアム 

第 20 節 6/25（日） 水戸 2-1 讃岐 ケーズデンキスタジアム 

第 21 節 7/1（土） 岡山 3-0 水戸 シティライトスタジアム 



節 月日 HOME 試合結果 AWAY スタジアム 

第 22 節 7/8（土） 水戸 2-2 熊本 ケーズデンキスタジアム 

第 23 節 7/16（日） 町田 2-0 水戸 町田市立陸上競技場 

第 24 節 7/23（日） 大分 0-0 水戸 大分銀行ドーム 

第 25 節 7/29（土） 水戸 3-2 東京Ｖ ケーズデンキスタジアム 

第 26 節 8/5（土） 讃岐 2-0 水戸 Ｐｉｋａｒａスタジアム 

第 27 節 8/12（土） 愛媛 0-0 水戸 ニンジニアスタジアム 

第 28 節 8/16（水） 水戸 2-0 京都 ケーズデンキスタジアム 

第 29 節 8/20（日） 横浜Ｃ 1-0 水戸 ニッパツ三ツ沢球技場 

第 30 節 8/27（日） 福岡 0-0 水戸 レベルファイブスタジアム 

第 31 節 9/2（土） 水戸 1-1 名古屋 ケーズデンキスタジアム 

第 32 節 9/9（土） 水戸 1-2 岐阜 ケーズデンキスタジアム 

第 33 節 9/16（土） 千葉 2-1 水戸 フクダ電子アリーナ 

第 34 節 9/24（日） 水戸 4-0 群馬 ケーズデンキスタジアム 

第 35 節 9/30（土） 水戸 1-0 松本 ケーズデンキスタジアム 

第 36 節 10/7（土） 湘南 3-0 水戸 Shonan BMW スタジアム平塚 

第 37 節 10/14（土） 水戸 1-0 岡山 ケーズデンキスタジアム 

第 38 節 10/21（土） 山口 1-0 水戸 下関市営下関陸上競技場 

第 39 節 10/28（土） 徳島 2-3 水戸 鳴門ポカリスエットスタジアム 

 第 40 節 11/5（日） 水戸 0-2 長崎 ケーズデンキスタジアム 

第 41 節 11/12（日） 水戸 0-1 山形 ケーズデンキスタジアム 

第 42 節 11/19（日） 金沢 2-1 水戸 石川県西部緑地公園 陸上競技場 

 


