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18:00 KICKOFF
VS. Cerezo OSAKA

一美 和成
FW 9

Kazunari ICHIMI

「東京オリンピックという目標もある中で、J1で戦いたかった」
開幕前、一美和成は移籍を決めた理由を語っていた。2019シーズンは
J2で36試合17ゴール。京都サンガF.C.でブレイクした大型スト
ライカーは、エース候補として横浜FCにやってきた。
カテゴリーも、チームメイトも変わる新たなチームでの挑戦はリスク
もつきまとう。だが、一美には断固たる決意があった。J1でゴールを
量産して、東京五輪日本代表に入ってみせる──。

「J2では結果を残せましたが、J1でどれくらいできるかといったら未知数
だと思います。でも、失敗したとしても挑戦したいという気持ちがあった」
剛と柔を併 せ持つストライカーは、そのポテンシャルをJ1でも
見せつけている。
第2節の北海道コンサドーレ札幌戦でのJ1初ゴール。佐藤謙介からの
クサビのパスを受けると、背後のDFを鮮やかなターンでかわし、GK
をかわしてゴールを流し込んだ。第4節のベガルタ仙台戦では浮き球の
パスを胸でうまくコントロールし、豪快なシュートを突き刺した。ゴール
以外での貢献も見逃せない。前線では体を張ってボールをおさめて
味方のために時間をつくり、守備では献身的に走り回って相手の
ビルドアップを阻止する。下平隆宏監督やチームメイトからの信頼は
厚い。ただ、本人の目標設定はもっと高いところにある。

「今はまだ3点。この結果には満足していません。ゴールを決めるため
には、シュートの本数を増やさなきゃいけないですし、ゴールに
向かっていく姿勢を出していきたい」
横浜FCはJ1で初となる3連勝を飾った。その勢いのままに臨むのは、
2位につけるセレッソ大阪だ。ミゲル アンヘル ロティーナ監督率いる
桜の軍団に対し、どう挑むのか。

「セレッソは守備が堅いチームですし、カウンターが鋭いので、僕ら
FWが攻守の切り替えでつぶせればと思います。先制点をとることが
大事になってくるので、ゴールを積極的に狙っていきたい」
チームから求められる役割を遂行しながら、貪欲にゴールネットを
揺らす。その先に横浜FCの勝利、そして2021年の東京五輪での活躍
が見えてくる。



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
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

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。アディショナル男です。チームの勝利に貢献できるようたくさんのゴールを
お届けします。応援よろしくお願いします！
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草野 侑己FW25

PLAYER’S
MESSAGE

J1で初となる3連勝を飾った横浜FC。3-2で勝利した第12節の清水エスパルス
戦は下平隆宏監督が「チームとして一つ上のステップに上がれたのかなと思
います」というように結果と内容が伴ったものだった。2-1でリードして迎えた
ハーフタイム。下平監督は選手たちに問いかけたという。「守備を固めて守り切
ることもできるけど、どうする？　俺はボールを持ってもう1回攻撃したい」。第
11節の鹿島アントラーズ戦では後半はほとんど押し込まれた。1-0で耐え切っ

たものの、DF伊野波雅彦が「自分たちのペースで回せればもっと楽に試合を
運べたと思う」というように、後半は自分たちのサッカーができなかった。だか
らこそ、清水戦では「1点差じゃなく、2点差にしよう」と攻撃的な姿勢を貫いた。
4連勝をかけてホームに迎えるのは2位につけるセレッソ大阪。ここで勝てば今
シーズンの目標である10位以内に浮上する可能性が高い。13年ぶりのJ1で横
浜FCは新たな歴史を刻み続ける。

セレッソ大阪
［監督］ミゲル アンヘル ロティーナ

30
手塚

37
松尾

7
松浦

選手一覧

1 GK 永石　拓海
2 DF 松田　陸
3 DF 木本　恭生
4 DF 小池　裕太
5 MF 藤田　直之
6 MF レアンドロ デサバト
8 FW 柿谷　曜一朗
9 FW 都倉　賢
10 MF 清武　弘嗣
11 MF ルーカス ミネイロ
13 FW 高木　俊幸
14 DF 丸橋　祐介
15 DF 瀬古　歩夢
16 DF 片山　瑛一
17 MF 坂元　達裕
18 FW 鈴木　孝司
20 FW ブルーノ メンデス
21 GK キム ジンヒョン
22 DF マテイ ヨニッチ
24 FW ウェリング ピアス
25 MF 奥埜　博亮
26 MF 秋山　大地
27 GK アン　ジュンス

29 MF 島村　拓弥
30 MF 喜田　陽
31 FW 山内　寛史
32 FW 豊川　雄太
33 FW タワン
35 MF 吉田　有志
37 MF 前田　龍大
38 MF 西本　雅崇
39 DF 庄司　朋乃也
41 MF 松本　凪生
42 FW 藤尾　翔太
43 DF 西尾　隆矢
44 MF 吉馴　空矢
45 GK 茂木　秀
46 DF 田平　起也
47 MF 前川　大河
48 FW 新保　海鈴
49 MF 西川　潤
50 GK 上林　豪
51 GK 下中　凌我
52 DF 大橋　滉太
53 MF 岡澤　昂星
54 MF 近藤　蔵波



J1第13節ホームC大阪戦に向けてRECORD THE BLUE
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グッズ売店にて1,500円（税抜）以上お買い
上げのお客様に1枚抽選券をお渡しいたし
ます。横浜FCグッズ売店にお越しいただき、
「WINNINGガラポン」に挑戦して豪華グッ
ズをGETしてください！！
※数に限りがございますので、なくなり次第
終了となります。

WINNING ガラポン

ラインナップ：全33選手＋フリ丸の全34種
類(特別指定選手を除く)
サイズ：約W71mm×H60mm

ラインナップ：全33選手(特別指定選手を除く)
サイズ：約W35mm×H30mm（ナスカン部
分除く）

ユニフォーム型のハメパチが新登場！ぜひお
気に入りの選手をゲットしてください！

2020ガチャガチャ(ハメパチ)

1回300円(税込)
場所：ゴール裏　東サイドスタンド側　16番
ゲート付近「WINNINGガラポンブース」
時間：16:00～

選手イラストデザインのアクリルクリップが
新登場！オフィスや学校で書類・プリントを挟
むことはもちろんのこと、たくさん集めてお部
屋に飾ることも◎

2020ガチャガチャ（アクリルクリップ）タオルマフラー（グラデーション）

1回500円(税込)

サイズ：20cm×112cm

グラデーションで仕上げた爽やかなタオル
マフラー！タオルマフラーを掲げて選手を後
押ししよう！

1,650円(税込)

今シーズンの夏も残暑を感じる頃となり、残り僅かとなった。新型コロナウ
イルスの影響で、例年とは全く違うシーズンになったが、それでも週末にス
タジアムで試合が行われ、満員ではないが、ファン・サポーターと共に戦え
ることは嬉しい限りだ。
悪夢の5連敗から一転、横浜FCは湘南ベルマーレ戦以降、鹿島アントラー
ズ、清水エスパルスと戦い3連勝をしている。チームにとってJ1初の3連勝
であり、13年前の勝利記録に並んだ。下平隆宏監督は度々、チームにとっ
て最高の良薬は「勝利すること」と選手たちに話すが、今まさにチームは良
薬の効果を体験している所だ。チームは目標のJ１定着、トップ10入りを目
指し、少しずつだが変化を迎えようとしている。今夏も新しい選手が加わる
と同時に、他チームに新たな挑戦をしていく選手がいた。横浜FCに長く在

籍した川﨑裕大選手と、イバ選手だ。二人ともチームの昇格に貢献してく
れた選手であり、イバはエースとして長年チームを支え続けてくれた。選手
の意思を尊重し、新しい挑戦をする二人をずっと応援していきたい。
そして今節、横浜FCが戦う相手はセレッソ大阪だ。現在2位の強敵で、中
盤の清武弘嗣選手をはじめ、多くのタレントを抱え、攻守共にバランスが
取れているチームだ。横浜FCとしては、好調の前線の選手たちに期待した
い。左サイドを突破できる松尾佑介、ドリブラーの斉藤光毅、ポストプレイ
ヤーの一美和成、そして3戦連続ゴールが期待できる皆川佑介だ。彼らの
活躍が4連勝の鍵を握っていることは間違いないだろう。
暑い夏、最後を勝利で締め括れることができるよう、チームの勝利に期待
したい。



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

LEOCキッチン
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では、8月30日（日）セレッソ大阪戦より、熱中症対策の一環として
「かち割り氷」を販売します。ドリンクを入れて冷やしていただくほか、顔や
首に押し当てるなど、スタジアム場内外での熱中症対策にご活用ください。

《かち割り氷》
■内容量：1袋当たり氷400g＋ストロー1本
■価格：かち割り氷 300円、ソフトドリンク 250円、
　かち割り氷＋ソフトドリンク 500円
※セット購入の場合、かち割り氷を50円お値引きしたセット価格でのご提

供となります。
■販売場所/時間：
　ゴール裏東サイドスタンド側入場ゲート付近（場外）→14時～待機列に

お並びの皆さまの入場確認後を目途に販売終了
　メインスタンドドリンク販売所（場内）→開門～ハーフタイムまで
　バックスタンドドリンク販売所（場内）→開門～ハーフタイムまで
★準備数終了次第、完売となります。

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」

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！

夏季限定！かち割り氷販売開始のお知らせ
セレッソ大阪戦のご来場者全員に

「ALLIEの日やけ止め限定セット」を
プレゼント！！スタジアム入場時に入
場ゲートでお渡しいたします。
※お一人様1セットまでとなります。

商品名：カネボウ化粧品　ALLIE ア
リィー エクストラUVジェル N 90g 
ニュアンスチェンジUVジェルホワイ
ト ミニサイズ15g付限定セット [日焼
け止め からだ用 SPF50+PA++++]

【SNSでの投稿キャンペーンも実施
中！「#Ｊサポ日やけあるある」もぜひ
投稿してください。】

Ｊサポの日やけ対策をALLIEが応援！

今
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横浜食品開発

LEOC

※価格はすべて税込

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
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

LEOCカレー …………… 700円
ボロネーゼ ……………… 700円
フライドポテト ………… 300円
揚げたこ焼き …………… 300円
チキンナゲット ………… 300円
ソフトドリンク各種 ……… 250円

LEOCキッチンをはじめ、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

牛タンつくね串 ………… 400円
ベーコン串 ……………… 500円
横濱ドーナツ …………… 300円
ソフトドリンク…………… 250円
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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
株式会社マクニカ

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




