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18:00 KICKOFF
VS. Hokkaido Consadole Sapporo

南 雄太
GK 18

Yuta MINAMI

横浜FCにとっても、そして南雄太にとっても、特別なシーズンが始まる。
2014年、ロアッソ熊本から34歳で移籍を決断したのは「もう一度、J1でプ
レーしたかったから」だった。そこからの道のりは決して簡単ではなかった。
新型コロナウィルスの影響による中断期間中は「家族と過ごす時間がとれ
て、決して悪い時間ではなかった」という。もちろん、トレーニングは怠らな
かった。普段から誰よりも早く練習場に来て、誰よりも遅く帰るのが南の
ルーティーンだ。
「35歳を過ぎてから、いつサッカー選手が終わってもおかしくないという気
持ちでやっている」。1試合1試合、いや一日一日をそうやって過ごしてきた
からこそ、40歳まで第一線で活躍できた。
2019シーズンは33試合に先発出場。序盤は調子が上がらなかったチーム
は、下平隆宏監督の就任とともにV字回復を見せる。夏以降は連勝街道を
突っ走り、J1自動昇格となる2位でフィニッシュした。
「2018シーズンの経験が生きたと思っています。プレーオフで東京ヴェル
ディに負けてJ1に上がれなかった。あれがあったから、自動昇格が目標に
なった。プレーオフになっても、誰もこれで良いという感じがなくて、みんな
が貪欲だった」
ようやく、辿り着いたJ1の舞台。今シーズンは特例ルールとして降格がなく
なり、どんな結果になってもJ1残留となる。これに対し、南は本音を漏らす。
「選手の気持ちで言えば、残念だなっていうのはあります。緊張感やプレッ
シャーがあったほうが絶対に選手は伸びるし、やっていても面白い。しっか
りと戦って、目標であるトップ10を勝ち取れたら、大きな自信になっただろ
うなと思います」
J1再開の幕開けとなる北海道コンサドーレ札幌戦は、無観客の「リモート
マッチ」で行われる。大ベテランはチーム全体の気持ちを代弁した。
「お客さんがいたほうがやっぱりいいし、アドレナリンが出る。あの雰囲気
はサポーターと一緒に作るものですし、早くお客さんがいる中でやれたら
いい。ただ、試合を見てくれる人はたくさんいるはず。そういう人が何かを
感じてくれるようなゲームをしないといけない」
横浜FCの歴史、プロ選手としての誇り、サポーターの想い。多くのものを背
負った守護神が、J1のピッチに踏み出す。



PLAYERS FILE

STARTING MEMBERS

横浜FC選手一覧

TODAY’S POINT 今日の見どころ

スターティングメンバー（予想）

下平 隆宏
Takahiro SHIMOTAIRA
1971年12月18日生
青森県出身

監督

竹重 安希彦
Akihiko TAKESHIGE
1987年8月21日生
身長186cm
体重80kg
山口県出身

GK1
マギーニョ
MAGUINHO
1992年1月6日生
身長175cm
体重68kg
ブラジル出身

DF3
田代 真一
Masakazu TASHIRO
1988年6月26日生
身長182cm
体重72kg
東京都出身

DF5
小林 友希
Yuki KOBAYASHI
2000年7月18日生
身長185cm
体重75kg
兵庫県出身

DF4
瀬古 樹 
Tatsuki SEKO
1997年12月22日生
身長175cm
体重69kg
東京都出身

MF6

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA
1988年12月21日生
身長167cm
体重64kg
静岡県出身

MF7
佐藤 謙介
Kensuke SATO
1989年1月19日生
身長180cm
体重66kg
埼玉県出身

MF8
一美 和成
Kazunari ICHIMI
1997年11月10日生
身長181cm
体重77kg
熊本県出身

FW9
三浦 知良
Kazuyoshi MIURA
1967年2月26日生
身長177cm
体重72kg
静岡県出身

FW11
イバ
IBBA
1985年5月21日生
身長190cm
体重88kg
ノルウェー出身

FW10
瀬沼 優司
Yuji SENUMA
1990年9月1日生
身長185cm
体重78kg
神奈川県出身

FW13

志知 孝明
Takaaki SHICHI
1993年12月27日生
身長177cm
体重70kg
岐阜県出身

DF14
皆川 佑介
Yusuke MINAGAWA
1991年10月9日生
身長186cm
体重84kg
東京都出身

FW16
南 雄太
Yuta MINAMI
1979年9月30日生
身長185cm
体重78kg
神奈川県出身

GK18
武田 英二郎
Eijiro TAKEDA
1988年7月11日生
身長173cm
体重71kg
神奈川県出身

MF17
伊野波 雅彦
Masahiko INOHA
1985年8月28日生
身長179cm
体重74kg
宮崎県出身

DF19

カルフィン ヨン ア ピン
Calvin Ray Jong A Pin
1986年7月18日生
身長183cm
体重78kg
オランダ出身

DF20
市川 暉記
Akinori ICHIKAWA
1998年10月19日生
身長190cm
体重86kg
神奈川県出身

GK21
松井 大輔
Daisuke MATSUI
1981年5月11日生
身長175cm
体重66kg
京都府出身

MF22
草野 侑己
Yuki KUSANO
1996年7月21日生
身長169cm
体重65kg
北海道出身

FW25
斉藤 光毅
Koki SAITO
2001年8月10日生
身長170cm
体重61kg
東京都出身

FW23
袴田 裕太郎
Yutaro HAKAMATA
1996年6月24日生
身長183cm
体重75kg
静岡県出身

DF26

中山 克広
Katsuhiro NAKAYAMA
1996年7月17日生
身長177cm
体重65kg
神奈川県出身

MF27
安永 玲央
Reo YASUNAGA
2000年11月19日生
身長177cm
体重72kg
東京都出身

MF28
星 キョーワァン
Kyowaan HOSHI
1997年6月25日生
身長184cm
体重80kg
栃木県出身

DF29
古宿 理久
Riku FURUYADO
2001年4月18日生
身長178cm
体重69kg
神奈川県出身

MF32
手塚 康平
Kohei TEZUKA
1996年4月6日生
身長176cm
体重66kg
栃木県出身

MF30
川﨑 裕大
Yasumasa KAWASAKI
1992年8月20日生
身長175cm
体重69kg
神奈川県出身

DF33

松尾 佑介
Yusuke MATSUO
1997年7月23日生
身長170cm
体重65kg
埼玉県出身

MF37
レアンドロ ドミンゲス
LEANDRO DOMINGUES
1983年8月24日生
身長173cm
体重70kg
ブラジル出身

MF40
中村 俊輔
Shunsuke NAKAMURA
1978年6月24日生
身長178cm
体重71kg
神奈川県出身

MF46
六反 勇治
Yuji ROKUTAN
1987年4月10日生
身長188cm
体重80kg
鹿児島県出身

GK44

齋藤 功佑
Kosuke SAITO
1997年6月16日生
身長170cm
体重61kg
神奈川県出身

FW15

熊川 翔
Kakeru KUMAGAWA
1997年4月2日生
身長173cm
体重62kg
埼玉県出身

MF34

皆さんこんにちは。星キョーワァンです。いよいよJリーグのある週末が戻って来ました。
始めはリモートマッチでの試合開催となりますが、サポーターの皆さんと想いを一つに盛り上げられ
るよう頑張ります。

 1 GK 菅野　孝憲
 2 DF 石川　直樹
 3 DF 進藤　亮佑
 4 FW 菅　大輝
 5 DF 福森　晃斗
 7 MF ルーカス フェルナンデス
 8 MF 深井　一希
 9 FW 鈴木　武蔵
10 MF 宮澤　裕樹
11 FW アンデルソン ロペス
14 MF 駒井　善成
15 DF 濱　大耀
16 FW 藤村　怜
17 MF 檀崎　竜孔
18 MF チャナティップ
19 MF 白井　康介
20 DF キム ミンテ

21 GK 阿波加　俊太
23 MF 中野　嘉大
26 MF 早坂　良太
27 MF 荒野　拓馬
29 GK カウィン
30 MF 金子　拓郎
31 MF 高嶺　朋樹
32 DF 田中　駿汰
33 FW ドゥグラス オリベイラ
34 GK 中野　小次郎
37 DF 菅野　紘希
38 MF 木戸　柊摩
39 FW 大和　蓮
40 FW 佐藤　陽成
47 GK 川上　隼
48 FW ジェイ

選手一覧
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PICKUP
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Jリーグの中断から約4ヶ月。待ちに待った熱い試合が夏と共に帰ってきた。再
開初戦は昨季ルヴァンカップ準優勝の北海道コンサドーレ札幌。鈴木武蔵選
手やチャナティップ選手など強力なアタッカー陣を擁するのが特徴だ。初戦こ
そ柏レイソルに敗れはしたものの、中断期間中のトレーニングマッチでは白星
を重ねるなど手強い相手であることは間違いない。加えて6月からチームは幕
張の「JFA夢フィールド」でトレーニングを行い万全の態勢で再開初戦を迎えて

くるだろう。対して我らが横浜FCは初戦をアウェイでヴィッセル神戸と対戦し貴
重な勝ち点１を獲得。中断後はどのクラブよりも徹底した感染予防対策を行い
ながら、映像アプリを使ったフィジカルトレーニングや戦術確認を行った。下平
隆宏監督が公言していたが、中断期間中で選手の序列は変わった。ハードな
過密日程ではあるが、目標のトップ10入りを達成するためにチーム一丸となっ
て再開初戦を勝利で収めたい。

北海道コンサドーレ札幌
［監督］ミハイロ ペトロヴィッチ



Jリーグ再開に向けてRECORD THE BLUE

2月23日。横浜FCは敵地でヴィッセル神戸と対戦し、貴重な勝ち点１を獲得
した。しかし、新型コロナウイルスの影響で２節目以降の中断が決まった。試
合が出来ない中で選手たちは来る再開の日に向けて、日 ト々レーニングを
積んできた。再開の延期は４回に渡ったが、選手たちはモチベーションやコ
ンディション維持に集中していた。
そして、4月16日。緊急事態宣言が政府より発表された。横浜FCだけでなくJ
リーグ全クラブがクラブの活動中止を余儀なくされた。活動中止期間は1ヶ
月以上に及び、その間選手たちはクラブハウスに来ることができず、各々で
トレーニングをする形となった。横浜FCは緊急事態宣言が発出される前か
ら、選手たちがリモートでもトレーニングや戦術確認ができる方法を模索し
ており、映像アプリを使ったフィジカルコーチからのフィジカルトレーニング
メニューや、下平監督の戦術確認をスムーズに実施することができた。クラ
ブスタッフ同士でも週に1回オンラインミーティングを全員で行い、クラブと
してのコロナ対策のプロトコルを作成し、絶対に横浜FCからは感染者を一
人も出さないという気持ちで皆、仕事に向かっていた。また、クラブのスポン
サーやファンの方々には選手からのメッセージ動画や、オンラインイベントを
開催し自粛期間中でも、選手と触れ合うことができる機会を設けたり、横浜
市との協力で三浦選手をはじめとし、選手たちは感染予防対策の動画制作
にも積極的に参加し、多くの人々に動画を見ていただいた。あらためて多く
の人々に支えられているクラブだと感じることができた。
グラウンドに、ボールを蹴る音、選手たちの熱い声、笑い声が聞こえない
日々は予想以上に長く続いたが、5月25日神奈川県の緊急事態宣言が解除
された。横浜FCは、いきなり全体練習を開始するのではなく、選手をグルー
プ単位に分け尚且つ練習時間をグループ別に分ける方法をとった。毎日の
検温、行動記録の報告だけではなく、感染予防対策としてクラブ食堂の利用
制限や各選手のロッカー制限など、選手・スタッフをウイルスから守るために
徹底的にできることを行った。選手たちは約2ヶ月ぶりに緑のピッチの上で
ボールを蹴ることができる喜びを感じており、皆生き生きとプレーしていた。

そして6月８日いよいよ全体練習が再開した。久しぶりに選手全員が顔を合
わせ、笑顔で談笑する場面が終始見られた。7月4日の再開まで1ヶ月。この
日の練習冒頭には下平監督は、あらためて今シーズンのチーム目標や、多く
の人の支えがあるおかげでサッカーができる喜びについて選手たちに話し
ていた。中断期間中もしっかり各々でコンディションを維持していたので初
日から内容の濃い練習をすることができ、選手たちもあらためて多くの人々
の支えがあるおかげで大好きなサッカーをできる喜びを感じている様子
だった。全体練習再開後もクラブの感染予防対策は引き続き高いレベルで
行い、選手・スタッフ全員が高い意識で感染予防に努めている。6月19日に
は選手・スタッフ全員がPCR検査を行い、全員が陰性であることが確認でき
た。リーグが終了するまで、全員が感染しないように、引き続き高いレベルの
感染予防を続けていきたい。
Jリーグの中断から約4ヶ月が経った。まだ全ての問題が解決した訳では無
いが、この難局をチーム一丸となって乗り越えたことはこれから戦っていく
上での自信になるだろう。中断期間で選手の序列も変わり、より一層チーム
内競争が激しくなった。週末の練習試合では、良い内容の試合が多々あり、
今シーズン横浜FCがJ１でダークホースとなる可能性は十分にある。再開初
戦の北海道コンサドーレ札幌は攻撃力の高い手強い相手だが、ホームで必
ず勝利を収めて良いリスタートを切りたい。13年ぶりのJ１。異例の中断と
なってしまったが、横浜FC旋風が巻き起こることを期待したい。

毎月の電気料金が横浜FCの応援に！
でんきを通して一緒に「横浜FC」を応援し盛り上げていきましょう！
いただいた電気料金の一部は「横浜FC」のトレーニング環境の設備にあてられます。
お申込みいただいた方の中から抽選で毎月4名様に横浜FC選手サイン入りグッズをプレゼント！
詳細・お申込みはこちらよりご確認ください。▶▶▶https://www.gremz-power.co.jp/yokohamafc
お問合せ先：株式会社グリムスパワー　TEL/050-3816-5677
営業時間：10:00～18:00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

https://www.gremz-power.co.jp/yokohamafc


各種インフォメーションINFORMATION

今
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サイズ：H18.5cm×W8.5cm×D3cm
・デスクに置けるスタンド付き
・首から掛けられるストラップ付き
・USB充電式　・風量調節3段階
・最大2時間稼働

横浜FCオリジナルのハンディファンが
新登場！ライトブルーのボディカラー
に「YOKOHAMA FC」ロゴがプリント
された持ち運びに便利な扇風機です。

【7/4発売】ハンディファン

2,530円(税込)

サイズ：S/M/L/XL

毎年大好評のベースボールシャツ！
「お家観戦」でスタジアムの雰囲気を
作りましょう！

【7/4発売】ベースボールシャツ

3,850円(税込)
サイズ：S/M/L/XL/XXL

2020シーズン選手着用モデルの移
動着ジャージジャケットです！選手が
着ているウェアに身を包み、選手た
ちを応援しよう！

【7/4発売】2020移動着
ジャージジャケット

7,480円(税込)
サイズ：12cm×8cm

横浜FCオリジナルのウォールマグで
す！飲み口にフタができるので、お家
でのサッカー観戦にも安心して使え
ます！

DEMITAウォールマグ

1,650円(税込)

タオルマフラー
(横浜なら最後に笑おうぜ)

みなさんからのたくさんのご支援ありがとうございました！
お送りいただいたメッセージを選手ロッカールームに掲出し、試合前、ピッチに向かう選手たち
をみなさんのメッセージで後押しします。
この難局を乗り越え、いつの日かスタジアムでまた大声で歌える日を願っています。

2020シーズンの横浜FCの試合観戦情報を集約したカレンダーです。アプリ内で、チームのイ
メージにあわせた特別デザインの仕様で、ホームゲームはもちろん、アウェイゲームの試合日
程やチケット発売情報、テレビ放映・ネット中継情報などの観戦情報をまとめて見やすく表示し、
検索の手間無くすばやくチェックすることができます。
詳しくはこちら▶▶▶https://spocale.com/

リモートマッチに新しい観戦スタイル。試合展開にあわせてスマホ専用サイトの「応援ボタン」
をタップした人数に合わせて歓声や拍手の音を流すことができるシステムです。
自宅にいながら選手を後押ししよう！
詳しくはこちら▶▶▶https://sportacheer.com/

沢山のメッセージありがとうございます！
今節から選手ロッカールームに飾っています！

【リーグ再開特別企画】横浜FC未来応援レター（クラウドファンディング）実施のお知らせ

スポカレ横浜FC公式カレンダーのご案内

７月４日（土）リモートマッチでスタートし、しばらくの間は応援が禁止となります。
わたしたちもスタジアムでいつもの大応援を聴けない悔しさ、スタジアムで歌えないもどかしさを感じています。13年ぶりのJ1での戦
いを横浜FCファミリーでともに戦うため、少しでもみなさんの声と表情をスタジアムで選手に届けるために、横浜FCの応援チャントを
歌ったファン・サポーターのみなさんの動画を募集しています。
お送りいただいた動画を一つにまとめて、スタジアム大型ビジョンで配信します。
詳しくはこちら▶▶▶https://www.yokohamafc.com/2020/06/17/202006191700/

応援チャント募集

Remote Cheerer遠隔応援システムのご案内

サイズ：20cm×112cm

横浜FCの応援チャントの歌詞がメイ
ンデザインのタオルマフラー！お家で
のサッカー観戦も盛り上がること間
違いなし！

1,650円(税込)

https://www.yokohamafc.com/2020/06/17/202006191700/
https://spocale.com/
https://sportacheer.com/
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私たちは横浜FCを応援しています。

2020スポンサー企業一覧
オフィシャルクラブトップパートナー

オフィシャルクラブパートナー

オフィシャルクラブスポンサー

サポーティングカンパニー

ECOパートナー

横浜FCと遊ぼう！オフィシャルパートナー

オフィシャルサプライヤー

アカデミーパートナー

スタジアムパートナーオフィシャルコンディショニングパートナー スタジアム演奏会パートナー オフィシャルメディカルパートナー

産学連携パートナー

オフィシャルソーシャルパートナー食育パートナー ドリームパートナーホームタウンパートナー

横浜呼吸器クリニック
睡眠呼吸障害センター

横浜FCあしながドリーム基金
横浜FCの「あしながドリーム基金」を通じた活動に多くの企
業様、団体様、個人の方にご賛同いただいています。
本基金は、神奈川県内の養護施設、介護施設、小学生に向け
たホームゲームご招待や、横浜市内の団体へ新型コロナウイ
ルス対策支援物資や子どもたちの試合観戦のための資金と
して活用させていただいています。

アドバンスドプランニング株式会社
株式会社メイワ電子
トイレ診断士のアメニティ
株式会社リバティーエステート
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
日産設備株式会社
株式会社CIJ
株式会社ベンハウス
藤田謹也法律事務所
三沢電機株式会社
旭建設株式会社
MS神奈川静岡株式会社
稲垣薬品興業株式会社
横浜消火器株式会社
株式会社ショウエイ
株式会社共益
株式会社清光社
株式会社ティー･アンド･エス・システムズ

大吉商事株式会社
株式会社デック
株式会社イーツー・インフォ
有限会社神中産業
ジャパントータルサービス株式会社
ロックペイント株式会社
一般社団法人神奈川県保健協会
株式会社協立電気商会
Izakaya さがみ
首都高メンテナンス神奈川株式会社
株式会社ダイイチ
株式会社インターパック
株式会社グリフィン・パートナーズ
日総ぴゅあ株式会社
神奈川県弁護士会サッカー部
株式会社アイネット
株式会社グン・プランニング
株式会社原町加工紙

鈴木伸彦
株式会社FK
横浜ライト工業株式会社
株式会社グリーンネットワークス
株式会社環境造園
野口隆史税理士事務所
リスモン・ビジネス・ポータル株式会社
セブンイレブン市沢町店
イー・コネクション株式会社
リコージャパン株式会社 神奈川支社
株式会社パナックスジャパン
株式会社横浜ソイル
横浜貿易建物株式
株式会社wells partners
ザ シックスマン有限会社
アイゲージ株式会社
株式会社栗原工務店
株式会社スタジオアウパ

株式会社ユナイト
有限会社正木建築研究所
相武造園土木株式会社　
株式会社メディカルJ
株式会社八木下商事
株式会社サイバースポーツ
清進電設株式会社
村上パイル株式会社
株式会社サンズ
株式会社山田工業所
株式会社ミツハシ
株式会社パルス・システム
保土ケ谷区体育協会
社会福祉法人日本保育協会横浜支部
横浜セレモ株式会社
グットライフサーラ関東株式会社
小西マーク株式会社


