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16:00 KICKOFF
VS. Kashiwa Reysol

松浦 拓弥
MF 7

Takuya MATSUURA

「昨シーズンはあまり試合に絡めなかったので、試合に出られているのは
楽しい」
松浦拓弥は充実した表情を見せた。ジュビロ磐田から加入した2019シーズン
は前半戦こそコンスタントに出場していたが、8月以降は試合から遠ざかった。
だが、2020シーズンは攻撃の中核として多くの試合でピッチに立っている。
「今まで経験したことがない過密日程ですけど、個人的にはコンディション
は良いですね」
3-5-2のトップ下、あるいは4-4-2の右サイド、どちらで起用されたとしても
松浦が最も意識していることがある。それは「相手の嫌なところでボール
を受けること」。試合中、ボールを持っていないときの松浦に注目していると、
常に首を振っているのがわかる。
「より正しいポジションがどこなのかを探しています。マークにつきづらい
場所で受けて自分でターンをする。そこに立つことで相手がケアしてきたら、
他のところが空いてくる」
松浦といえばドリブルが代名詞だ。スピードに乗った仕掛けから鮮やかに
抜き去る――。そんなイメージが強いだろう。
「若いときは、とにかく行っちゃえって感じでしたね（笑）」。
だが、年齢を重ねていく中で、新たなサッカーの面白さを見つけたいという。
「プレースタイルは変わってくると思うし、より良くなればよい。30代になった
けど、まだまだうまくなれると思っています。それにウチには松尾（佑介）と
か（斉藤）光毅とか自分で仕掛けられる選手がたくさんいますから」
松浦にとってドリブルが大きな武器であることは間違いない。ただ、今の
松浦はボールを持ったときだけでなく、ボールを持ってないときでも、チーム
への貢献度が高い。だからこそ下平隆宏監督の信頼を勝ち取ったのだろう。
「もちろん、目に見える結果も欲しいです。攻撃の選手なのでゴールだったり
アシストだったりをしたい」
リーグ中断が明けた柏レイソルとの第3節では1ゴール1アシストの大活躍
で横浜FCの2020シーズンのJ1初勝利の立役者となった。その柏をホーム
に迎える第18節はどんなイメージを描いているのか。
「本当によく戦うチームだし、調子も上がっている。どこが空いてくるのか、
そこをつけるか。前から来るなら、それをいなせるか。もちろん、自分でも
ゴールを狙っていきたい」
サッカー選手として進化を遂げた松浦が、横浜FCに再び歓喜をもたらす。



PLAYERS FILE 横浜FC選手一覧

TODAY’S POINT 今日の見どころ

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。皆さんからのポジティブなエネルギーを力に変えて、必ず良い試合をし
ます！勝点3を全員で勝ち取りましょう！

16
皆川

44
六反

28
安永

26
袴田

3
マギーニョ

4
小林

19
伊野波

40
レアンドロ

レアンドロ ドミンゲスMF40

PLAYER’S
MESSAGE

アウェイでの浦和レッズ戦は浦和のアカデミー出身でもある松尾佑介が2
ゴールを決めて完封勝利。下平隆宏監督は「守備の時間も長かったですけ
ど、無失点に抑えられたこともすごくチームの自信になる」と振り返った。2
連勝を狙ってのホームでの柏レイソル戦。第3節は3-1で勝ってJ1初勝利を
挙げたものの、「相手の調子もあまり良くなかったし、今回は違う試合にな
ると思う」と、その試合で1ゴール1アシストをした松浦拓弥は警戒心を強め

る。柏の最重要人物といえば、J1の得点ランクトップを走るオルンガだろう。
規格外のストライカーを抑えるにはオルンガが良い形でボールを持つ場面
を作らないようにしなければならない。浦和戦で見せたようなハードワーク
を全員が90分間続けることが必要になるだろう。前半戦はコンディション面
の問題で出場数が少なかったレアンドロ・ドミンゲスが復調しているのは心
強い。古巣クラブを相手に横浜FCの40番が輝きを放つかも注目したい。

8
佐藤

37
松尾

7
松浦

STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

柏レイソル
［監督］ネルシーニョ

1 GK 桐畑　和繁
2 DF 鎌田　次郎
3 DF 高橋　祐治
4 DF 古賀　太陽
5 MF 小林　祐介
6 DF 高橋　峻希
7 MF 大谷　秀和
8 MF ヒシャルジソン
9 FW クリスティアーノ
10 MF 江坂　任
11 FW 山崎　亮平
13 DF 北爪　健吾
14 FW オルンガ
15 DF 染谷　悠太
16 GK 滝本　晴彦
17 GK キム スンギュ
18 FW 瀬川　祐輔

19 FW 呉屋　大翔
20 DF 三丸　拡
22 MF マテウス サヴィオ
23 GK 中村　航輔
24 DF 川口　尚紀
25 DF 大南　拓磨
27 MF 三原　雅俊
28 MF 戸嶋　祥郎
33 MF 仲間　隼斗
35 FW 細谷　真大
36 MF 山田　雄士
37 FW 鵜木　郁哉
38 DF 大嶽　拓馬
39 FW 神谷　優太
41 GK 佐々木　雅士
50 DF 山下　達也

選手一覧



J1第20節ホーム柏戦に向けてRECORD THE BLUE

今
節
お
す
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選手着用と同デザインのマスク！
通気性、伸縮性、速乾性に優れ、抗菌防臭加
工が施された洗える冷感マスクです！
※販売モデルは横浜FCロゴのみのデザイン

となります。

横浜FCオリジナルマスク

ラインナップ：全33選手＋フリ丸の全34種
類(特別指定、2種登録選手を
除く)

サイズ：200×200mmサイズ：S/M/L/XL

選手が入場時に着用しているアンセムジャ
ケットが新登場！
肌寒い時期のスタジアム観戦で羽織るのに
ぴったりのアイテムです。

【選手着用モデル】2020アンセムジャケット

9,680円(税込)

1,650円(税込)
サイズ：ジュニアサイズ(11.8×16cm)
 小さめサイズ(12.3×16.7cm)
 ふつうサイズ(13×18cm)
 ※半分に折り畳んだ状態
素材：ポリエステル92％　スパンデックス8％

2020ガチャガチャにミニタオルが新登場！
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（ミニタオル）フラッグL（DP）フェニックス

1回500円(税込)

サイズ：W157.5×H101.5cm
素材：ポリエステル100％
　　 ポンジ生地（紐50cm×4本付属）

フェニックスがメインにデザインされたフ
ラッグが新登場！
選手入場時やHAMA BLUEブーストタイム
で掲げて選手たちを後押ししよう！

3,080円(税込)

約2週間ぶりのホームゲーム 柏レイソル戦。この２週間の間に大分トリ
ニータ、川崎フロンターレ、浦和レッズと戦ってきた。まず、アウェイでの大
分戦。試合前下平隆宏監督は、「大分は順位だけでなくクラブの規模の大
きさも似ている。だから負けたくない相手でありライバルだと思っている」
と話した。試合は終始大分に好ゲームを握られ、0-1で敗戦となった。続く、
中2日で行われたアウェイ川崎戦。三浦知良の出場によりこの試合は世界
中を駆け巡った。これでJ１の最年長出場記録が53歳6ヶ月28日に更新さ
れた。また、この日のスターティングメンバーは三浦だけではなく、中村俊
輔、松井大輔、また、川崎は中村憲剛選手も名を連ね、日本のサッカー界
を支え、発展させてきたレジェンドたちがピッチの上で躍動した。試合は
前半、川崎に先制を許し、その後も守備に回る時間が多いが、横浜FCは
しっかりとボールを回し我慢強く戦う。後半開始早々に相手に追加点を許
すも、直後のCKで中村俊輔の正確なボールから最後は小林友希が押し
込み追随する。その後も相手に1点を許すも、今度は佐藤謙介が豪快なミ
ドルシュートを決め喰らいつく。その後も再々、今季圧倒的な強さを誇る

川崎に怒涛の攻めをするも決めきれず、1点差で惜しくも敗戦。レジェンド
たちの出場だけでなく、最後まで王者を追い込んだ横浜FCには多くの拍
手が贈られた。
続く中2日、アウェイでの浦和戦。この日、浦和ユース出身の松尾佑介が古
巣戦で爆発する。スタメンにも年間MVP経験者のレアンドロ ドミンゲスが
名を連ね、大きな期待が寄せられた。前半、松尾が左サイドを完全に支配
し先制点を決める。その後も横浜FCはビルドアップして繋ぎ、相手にチャ
ンスを与えない。そして、レアンドロの絶妙なスルーパスに反応した松尾
が追加点を決める。試合後、松尾はレアンドロのアシストについて、「あの
パスはレアンドロにしか出せない最高のパス」とコメントを残した。試合は
松尾の2点を守りきり、アウェイでのクリーンシートを達成しホームでの敗
戦の雪辱を果たした。
現在13位と目標のトップ10まであと少し。今節はホームで柏戦。昨シーズン
はホームで勝利し、今シーズンもアウェイで勝利している。前線のオルンガ
選手を筆頭に攻撃力抜群のチームだが、勝利して10月を好スタートしたい。

ⒸJ.LEAGUE



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

14:30～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

14:30～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

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

gootara cafe

記念切手お渡し

■お座りいただく際のお願い
感染拡大防止の観点から座席番号の記録の徹底と、万が一
スタジアムでの感染が確認されたお客様がいた場合のため
に、接触確認アプリ/COCOAの利用促進の強化を行ってい
ます。
１、座席番号の記録を徹底

２、接触確認アプリ/COCOA
→下記QRよりインストールをお願いします。

３、紐が設置されている座席にはご着席できません。
　  1席間隔(市松模様)を確保いただき、
     紐が設置されていない座席にお座りください。

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/2020/09/30/2020093019-2/

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

キッチン海すずめ

インどり屋

BULLDOG CAFE

#Mirrorsnapブース

再入場ゲート PINOS

https://yokohamafc.com/2020/09/30/2020093019-2/


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 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！

イベントを盛り上げる新世代ツール#Mirrorsnapと横浜FCの限定コラボフレームが
登場！
アニメーションのついた限定フレームで、当日のスタジアムでの思い出を写真や動画に
残してSNSに投稿しよう！

●場所：東サイドスタンドゴール裏　14番ゲート付近
●時間：13時45分～ハーフタイム
●料金：300円/1回
※お支払いはLINE Pay（推奨） or 現金でお願いいた

します。

スタジアムでの思い出を写真や動画に残そう！#Mirrorsnap特設ブース

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
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メ
！

PINOSgootara cafe

※価格はすべて税込

●場所：平沼記念像付近
オーダーをいただいてから
焼き上げるビーフステーキ
やグリルチキン、フライドポ
テトなどアメリカンダイナー
を感じてください！

●場所：平沼記念像付近
日本初ロティ専門店 横浜FC
スタグル出店3年目。お子様向
けのメニューや、女性向けの
スイーツ系ロティをご用意！コ
コナッツオイルで焼き上げた
デニッシュ風もっちりクレープ

「ロティ」も、ぜひぜひご賞味く
ださい♫

インどり屋
●場所：平沼記念像付近
全国からあげグランプリ最
高金賞受賞！「そうからあ
げ」は唐揚げの衣に草加せ
んべいをブレンドした食感
が良い絶品からあげです。

BULLDOG CAFE
●場所：東サイドスタンド側

ゴール裏入場ゲート付近
オリジナルのメキシカンタコス
はスパイシーなお肉と新鮮な
野菜等、たっぷり具材を10イ
ンチの大きめなトルティーヤ
で包んだボリューミーな逸品
です。

キッチン海すずめ
●場所：東サイドスタンド側

ゴール裏入場ゲート付近
石垣島でもお宿を営んでいる
店主がホントに美味しい沖縄
の味をお届けします。こだわり
の麺は石垣島で有名な金城製
麺所から直送。オリジナルスー
プ、自家製ソーキとのコラボを
ぜひ味わってみてください。

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：12：00～

ハーフタイム
終了まで そうからあげ ……… 500円～スイートポテトロティ … 600円 メキシカンタコス ……500円 沖縄ソーキそば ……800円

ビーフステーキ&
フライドポテト …… 900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

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

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
D-marina
株式会社テレテック
株式会社One play


