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19:00 KICKOFF
VS. KASHIMA ANTLERS

伊野波 雅彦
DF 19

Masahiko INOHA

頼もしい男が横浜FCの最終ラインに帰ってきた。ルヴァンカップの
サガン鳥栖戦で5ケ月ぶりの公式戦出場を果たした、伊野波雅彦だ。
数多くのクラブを渡り歩いてきた男にとっても、新型コロナウィルスの
影響による先の見えない日々は難しいものだったという。
「自粛期間中は肉体的にも精神的にもしんどかったですね。今までとは
違うシーズンになりましたが、適応していくしかない。プロなので」
しばらく試合から遠ざかっていたものの、戻った時にチームに貢献
できるように準備は怠らなかった。リーグ再開以降、チームは4バック
から3バックにシステムを変更。最終ラインからパスをつなぐ新たな
スタイルに挑戦した。内容は良いながらも結果が伴わない状況を、
伊野波はどのように見ていたのか。
「試合の中で状況が変わったときに、うまく修正できていないなという
のは感じていました。ずっと同じことをやり続けたら、相手にも読まれて
しまう。流れが悪い時にどうすればよいかを修正していく力が必要に
なる」
その言葉通り、伊野波がスタメン出場した第9節のガンバ大阪戦では
試合中の修正が後半に流れを引き寄せる要因となった。若手の台頭が
目立つ今の横浜FCだが、伊野波のように試合の流れを読めるベテラン
の力は勝利をつかむために必要不可欠だ。
「試合の流れの読み方だったり、どうすればチーム全体として悪い
状況を変えられるかは僕の役割だと思っています。若い選手たちにも
そういう話はしています」
第10節の湘南ベルマーレ戦では立ち上がりから試合の主導権を握って
前半だけで4得点。念願のホーム初勝利をつかんだ。伊野波は最終
ラインからの効果的な配球で守備だけでなく攻撃の起点となった。
中3日で迎える鹿島アントラーズ戦では今季初の連勝がかかる。伊野波
にとっては古巣対決だが、「お世話になったし、優勝も経験させて
もらったクラブ」に対しても、勝つことだけを見据えている。
「鹿島も今は苦しんでいるし、大いに勝機はあると思います。守備の
選手としては、まず失点をゼロに抑えたい」
真のプロフェッショナルは、自らの実力を結果で示してくれるに違いない。



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
高木 友也
Yuya TAKAGI
1998年5月23日生
身長176cm
体重71kg
神奈川県出身

DF24
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

杉本 竜士
Ryuji SUGIMOTO
1993年6月1日生
身長164cm
体重60kg
東京都出身

MF31

深宮 祐徳
Masanori FUKAMIYA
2002年10月18日生
身長182cm
体重68kg
神奈川県出身

GK41

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！サポータの皆さんに一つでも多くの勝点を届けられるよう頑張ります！
熱い応援よろしくお願いします。
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PLAYER’S
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今シーズン初の連勝がかかった重要な一戦だ。4-2で勝利した第10節の湘南
ベルマーレ戦は下平隆宏監督が「監督経験の中でもあまりない」と驚くような
試合展開となった。湘南のハイプレスをうまくはがして、最終ラインの背後を何
度も突いて、前半20分で4ゴールを挙げた。後半は受け身に回ってしまい2点
差に詰め寄られるなど、試合運びに関しては課題を残したものの、ホームで初
めて勝ち点3をとれたことは大きい。中3日で迎える第11節で戦うのはJリーグ

最多優勝回数（8回）を誇る鹿島アントラーズだ。ザーゴ新監督を迎えて新たな
プレースタイルを構築中で、勝ち点を積み上げられずに苦しんでいる。横浜FC
としては試合間隔が一日長いというアドバンテージを活かして湘南戦のように
早い時間で先制したい。どちらも4-4-2で臨んだ場合は同じシステム同士の“ミ
ラーゲーム”になる。局面での勝負で勝つことはもちろん、チームとして運動量
や連動性で上回ることが勝利の鍵となるだろう。

鹿島アントラーズ
［監督］アントニオ カルロス ザーゴ

6
瀬古

37
松尾

7
松浦 1 GK クォン スンテ

2 DF 内田　篤人
3 DF 奈良　竜樹
4 MF レオ　シルバ
5 DF 杉岡　大暉
6 MF 永木　亮太
7 MF ファン アラーノ
8 MF 土居　聖真
9 FW エヴェラウド
11 MF 和泉　竜司
14 DF 永戸　勝也
15 FW 伊藤　翔
16 DF 山本　脩斗
19 FW 染野　唯月
20 MF 三竿　健斗
21 GK 曽ヶ端　準
22 DF 広瀬　陸斗

24 DF 伊東　幸敏
25 MF 遠藤　康
26 MF 荒木　遼太郎
27 MF 松村　優太
28 DF 町田　浩樹
30 MF 名古　新太郎
31 GK 沖　悠哉
33 DF 関川　郁万
35 DF 佐々木　翔悟
36 FW 上田　綺世
37 MF 小泉　慶
38 GK 山田　大樹
39 DF 犬飼　智也
41 MF 白崎　凌兵

選手一覧



J1第11節ホーム鹿島戦に向けてRECORD THE BLUE
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横浜FCのチームカラーを基調とした爽やか
なタオルマフラー！「横浜なら最後に笑おう
ぜ」のメッセージを選手たちに送ろう！

タオルマフラー(横浜なら最後に笑おうぜ)

1,650円(税込)

スタジアム観戦や普段使いのできるアパレ
ル商品を中心としたお得なワゴンセール！
場所：ゴール裏東サイドスタンドグッズ売店、
 メインスタンドグッズ売店

サイズ：H182mm×W80mm×D20mm
機能：USB充電式、風量調節3段階、
 最大3.5時間稼働 サイズ：20cm×112cm

チェック柄に横浜FCエンブレムのワッペン
が付いたタオルマフラーです！タオルマフ
ラーを掲げて選手を後押ししよう！

タオルマフラー(チェック)

1,650円(税込)

夏のサッカー観戦の必需品！持ち運びに便
利なハンディファンです。デスクに置けるスタ
ンドと、首から掛けられるストラップ付き。

ハンディファンお得な夏のワゴンセール

2,530円(税込)

過密日程の試合スケジュールから来る疲労、連敗中の嫌な雰囲気。これら
を治す良薬は勝利すること。勝ち点３をとること。そう答える下平隆宏監督
だった。新型コロナウイルスによるクラスターが遂にJクラブからも発生し、
未だ超厳戒体勢が続くJリーグ。横浜FCは夏らしい暑い日に、ホームで湘
南ベルマーレを迎えた。運営スタッフ、サポーター共に熱中症対策としてこ
まめに水分を取っていた。この一戦は様々な意味で勝利しなくてはならな
い試合だった。一つはリーグ戦連敗を脱して流れを変えること。そして神奈
川ダービーを勝利で収めることである。スターティングメンバーには、ベガ
ルタ仙台戦で怪我をした六反勇治が復帰。ツートップは一美和成と皆川
佑介が初のコンビとなった。
前半立ち上がり、裏に抜け出た一美が粘り松浦拓弥にラストパス。左足で
打ったシュートは相手DFにあたりコースが変わってゴール。いきなり先制
点を獲得。勢いはそのままに、一美のスルーパスに反応した松尾佑介が快
速で相手2人を置き去りにし、最後はキーパーもかわしてJ1初ゴールを獲得。

松尾の勢いは止まらず、その5分後、松浦からのクロスを落ち着いてトラッ
プし、ゴールニアサイドに一閃。途中PKを一美が冷静に決め前半20分に4
得点を奪う形となった。ハーフタイム時、下平監督は、この試合は無失点で
行くように守備面では相手のカウンターに気をつけて集中して行こうと選
手たちに伝えた。後半に入ると湘南が徐々にペースを握り始める。新加入
の杉本竜士もピッチに入りアグレッシブにゲームに絡む。しかし、湘南ペー
スの時間帯で続けざまに2失点してしまい、嫌な時間帯が続いた。結果とし
て4-2で勝利を収めたが目標の無失点にすることはできず課題も出た試
合だった。とはいえ勝利と言う良薬を手に入れた横浜FC。試合後のロッ
カールームの雰囲気はいつもと違って明るさがあった。
勝利の余韻に浸る間もなく、水曜日には鹿島との一戦だ。今季調子が上
がらない常勝軍団だが、横浜FCは挑戦者の気持ちで挑み、更なる良薬の
連勝を掴むことに期待したい。
猛暑日が続く中での連戦だが、チーム一丸となって勝利を収めたい。



ゴール裏
東サイドスタンド側

ゴール裏
西サイドスタンド側

メインスタンド
入場ゲート

ゴール裏東サイドスタンド側

雨天時は10・11番
ゲート付近に移動

入場ゲート

ゴール裏西サイドスタンド側
入場ゲート

メインスタンド
指定席

正面入り口 1

3

4

2

メインスタンド
2Fコンコース

平沼記念像

スタジアム案内Stadium INFORMATION

■お座りいただく座席について
お座りいただける座席をゾーン指定としています
ご自身のゾーンをご確認の上、指定ゾーンにお座りください
↓各席種ごとのゾーニング番号はこちらから（クリックしてください）↓
https://www.yokohamafc.com/2020/07/23/202007230900/

※各席スタンドごとにアルファベットでゾーンを設定しております。

スタジアム内でのアルコール所持または飲酒行為があった場合は、その場でアルコール飲料を回収（返却不可）させ
ていただきます。※ビン・カン移し替えブースの設置もございません。

■ホームゲーム開催時の新しい観戦スタイルについて
↓（クリックしてください）↓
https://yokohamafc.com/2020/07/30/202007301200/

アルコール持ち込み禁止について

トイレ

車椅子席

授乳室

グッズ売店

フード売店
（横浜食品）

ドリンク売店

サポーターズブース
（インフォメーション）

総合案内所

ファンクラブブース

AED

https://yokohamafc.com/2020/07/30/202007301200/
https://www.yokohamafc.com/2020/07/23/202007230900/


イベント情報EVENT INFORMATION

「サメゾンビ」から改名したスタジアムMC 新生「ヒノトリ」の2人がトー
ク力を競い、真の商品PR王を決める「横浜FC商品PR王選手権」を
開催！
制限時間は2分間、よりうまくPRできたと思った方にタオルマフラー
を掲げていただき、より多くのタオルマフラーが掲げられた方が「横
浜FC商品PR王」となります。
サポーターの皆様は、タオルマフラーのご用意をお願いいたします。

横浜FCフラッグ、お手製のゲーフラ、タオルマフラー、ユニフォーム、コン
フィットＴシャツなど「HAMABLUEアイテム」をスタジアムに持ち寄り、
飲水タイムに全スタンド一斉にHAMABLUEアイテムを掲げてピッチの
選手やチームにパワーを送ってください。

飲水タイムのHAMABLUE BOOST TIMEでは、ハーフタイムに
「キャッチーくんスペシャルプレゼンツHAMABLUE BOOST TIME」
を実施いたします！！

キャッチーくん自らが交渉を重ねた豪華景品を
HAMABLUE BOOST TIMEで、ゲットしてください！！

スタンドの「HAMABLUE BOOST 
TIME」の様子を大型ビジョンで
放映します。
前後半それぞれ最後にビジョンに
映ったサポーターの方に、後日素
敵なプレゼントを進呈します。

横浜FC 商品PR王選手権

スタジアムMCを務める三田萌日香(みたもにか)が、サポーターの皆さ
んに突撃インタビューをするコーナーです！
好きな選手や横浜FCにハマったキッカケ、相手チームで警戒している
選手、選手やチームへの応援メッセージ、意気込みなども大歓迎です。

スタジアムMC三田萌日香の「突撃！サポーターインタビュー」

横浜FCのパートナー企業さんを知りたい！というフリ丸の希望を叶え
るコーナーが登場！
スタジアムMCを務める三田萌日香(みたもにか)と、横浜FCオフィシャ
ルマスコットのフリ丸が素朴な疑問「横浜FCを支えてくれているパー
トナー企業さんて何してるの？」に迫るコーナーです！

スタジアムMC三田萌日香＆フリ丸の「ミタ丸探偵団」

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
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横浜食品開発

※価格はすべて税込

玉こんにゃく …………… 250円
とん汁 …………………… 400円
揚げシュウマイ（3ヶ入）… 300円
カレーライス …………… 600円
カツカレーライス ……… 800円
炒飯弁当 ……………… 700円
中華丼 ………………… 600円
麻婆豆腐丼 …………… 600円
富士宮焼きそば………… 700円
油そば………… シングル600円

ダブル800円

場内各所にスタジアムグル
メをご用意しております。
腹が減っては戦はできぬ！！
キックオフ前に是非お越し
ください！！
●時間：先行入場～
　ハーフタイム終了まで

醤油/味噌ラーメン …… 600円
じゃがべーくん ………… 350円
トルティドック…………… 300円
フランクフルト ………… 300円
ポークもち ……………… 350円
唐揚げ ………………… 400円
牛タンつくね串 ………… 400円
ベーコン串 ……………… 500円
カツサンド ……………… 500円
横濱ドーナツ …………… 300円
ソフトドリンク…………… 250円

NEW！

ソーシャルディスタンスのお席でゆっくり楽しめる
イベントをお届けしています。
思い出の一コマを作りながら、お楽しみください！！

横浜FCホームゲーム スタジアムイベント登場！

スタジアム応援企画「HAMABLUE BOOST TIME」

https://www.yokohamafc.com/2020/08/14/202008141200/

特典 キャッチーくんスペシャルプレゼンツHAMABLUE BOOST TIME

https://www.yokohamafc.com/2020/08/14/202008141200/
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私たちは横浜FCを応援しています。

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
横浜貿易建物株式会社
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
グッドライフサーラ関東株式会社
小西マーク株式会社
カーボンフリーコンサルティング株式会社
株式会社カバヤ
小雀建設株式会社
株式会社オンザウェイ
新星商事株式会社
東桜税理士法人
株式会社ONE’S WORKS
長田広告株式会社
株式会社キット
リストグループ
株式会社フレッシュハウス
亀井真

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


