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19:00 KICKOFF
VS. GAMBA OSAka

齋藤 功佑
FW 15

Kosuke SAITO

170cm、61kg。プロ選手としては小柄なほうだが、ピッチの上では大きな
存在感を放つ。横浜FCが生んだテクニシャン、齋藤功佑のことだ。
「横浜FCは僕にとって人生の多くの時間を過ごしてきた特別な場所。自分
を育ててくれたクラブに恩返しをしたい」
小学4年生からスクールに通い始めた。ジュニアユース、ユースを経て
2016年にトップ昇格を果たした。大柄な選手に対抗するために磨いた、
相手と接触せずにボールを受けるポジショニングや、相手の逆を突く
トラップを武器に頭角を表した。
プロ4年目となった2020シーズンは初のJ1を戦っている。ルヴァンカップ
の開幕戦ではゲームキャプテンを務めたが、それ以降は試合から遠ざかる
時期を過ごす。
「他の選手が調子を上げてきているときに自分が上がってこなくて……。
でも、自分と向き合うことや、監督の意図をどう落とし込むかを考えて
いました」
それでも、9月を過ぎたあたりから出場機会をつかむ。下平隆宏監督が
目指すサッカーは「自分の特徴に合っている」と言う。中盤でパスの起点
となるリンクマンとして、あるいは前線からプレスをかけるスイッチャーと
して、縦横無尽にピッチを走り回っている。
「スタメンで出るときは最初から全力で行っていました。試合に出始めた
ころは60分とかで足がつってしまうことが多かったんですが、だんだん
強度も上がってきて、時間も伸びてきているのは感じます」
高い位置からプレスをかけていく戦術を採用しているため、前線の選手は
何度もダッシュを繰り返す。それゆえに「攻撃で力を出し切れていない」
のが目下の課題だという。
「運動量やハードワークのところは、チームが求めるものを体現できるように
なってきています。ただ、攻撃では結果を残すことができていません。自分
は攻撃の選手だと思っているので、攻撃で違いを作りたい」
自らの力を表現できるチャンスはあと2試合。どちらもホームのニッパツ
三ツ沢球技場で、ガンバ大阪、横浜F・マリノスという強豪を迎え撃つ。
「サポーターのみなさんに勝っているところを見せられていないので、ホーム
で良い結果を出したい」
背番号15がアイデアにあふれたプレーで攻撃を牽引したとき、スタジアム
には最高の歓喜が訪れるはずだ。



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

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
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

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
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！斉藤光毅です。ここ三ツ沢でサポーターの皆さんに勝利を届けられるよう
試合の最後まで戦います。サポーターの皆さん、僕たちへの後押しをよろしくお願いします！

斉藤 光毅23

PLAYER’S
MESSAGE

リーグ戦は残すところ2試合。4試合勝ち星がない状況が続いているもの
の、ここ2試合はサガン鳥栖と1-1、名古屋グランパスと0-0で引き分けと勝
ち点を地道に積み上げている。2位のガンバ大阪は優勝こそないものの、
リーグ2位以内に与えられる天皇杯出場権獲得を狙う。G大阪から期限付き
移籍中の一美和成は契約条件によって出場できないため、FWに誰を起用
してくるかがポイントになるだろう。とりわけ、前回のG大阪戦でゴールを決

めた斉藤光毅には期待が高まる。宮本恒靖監督率いるG大阪のキーマンは
宇佐美貴史。基本ポジションはFWだが、ピッチのあらゆる場所に現れてプ
レーに関与してくる。つかみどころのない選手を、どうやってつかまえられる
か。また、守備陣にはGK東口順昭、DF昌子源、三浦弦太、キム・ヨングォン
など実力者が揃う。攻撃も守備も強力な相手だけに、先制点をとって自分
たちが主導権を握って戦いたい。

STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

ガンバ大阪
［監督］宮本 恒靖

1 GK 東口　順昭
3 DF 昌子　源
4 DF 藤春　廣輝
5 DF 三浦　弦太
8 MF 小野瀬　康介
9 FW アデミウソン
10 MF 倉田　秋
11 FW 小野　裕二
13 DF 菅沼　駿哉
14 MF 福田　湧矢
15 MF 井手口　陽介
16 GK 一森　純
17 DF 新里　亮
18 FW パトリック
19 DF キム ヨングォン
20 FW 高木　大輔
21 MF 矢島　慎也
24 DF 黒川　圭介
25 GK 石川　慧

26 MF 奥野　耕平
27 DF 髙尾　瑠
28 DF タビナス ジェファーソン
29 MF 山本　悠樹
30 FW 塚元　大
31 GK 猿田　遥己
32 MF 芝本　蓮
33 FW 宇佐美　貴史
34 FW 川﨑　修平
35 DF 山口　竜弥
36 DF 松田　陸
37 FW 白井　陽斗
38 FW 唐山　翔自
39 FW 渡邉　千真
40 DF シン ウォノ
50 GK イ ユノ
51 DF 佐藤　瑶大

選手一覧

13
瀬沼

44
六反

30
手塚

14
志知

3
マギーニョ

4
小林

5
田代

23
斉藤

6
瀬古

15
齋藤

7
松浦

FW



J1第33節ホームG大阪戦に向けてRECORD THE BLUE
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「会うは別れの始め」ということわざがあるが、プロサッカー業界ほど出会
いと別れが多い世界は珍しいのかもしれない。この業界では、多くの人と
の出会いがあり、その分別れの回数も他より多い。毎シーズンこの時期に
なると各チームが、来季のチーム体勢に向けて少しずつ選手・スタッフの
人事の発表をする。横浜FCは松井大輔選手のベトナム移籍、増田功作
ヘッドコーチの今季での契約満了が発表された。増田は1999年のクラブ
創設期から選手として活躍し、引退後もクラブのスタッフとして長い間チー
ムを支えてくれた大功労者である。改めて感謝を送りたい。
そして、突然の松井選手のベトナム挑戦の発表。多くの人が松井は横浜
FCで引退をすると思っていたに違いない。しかし、まだ見ぬ世界を求めて

新天地での挑戦を彼は決断した。移籍が決まったことについて松井は「こ
の歳でまた海外でサッカーができることに喜びを感じる。横浜FCを離れる
ことは寂しいが、ベトナムでの挑戦にワクワクする。」と話していた。いくつ
になってもサッカー小僧の挑戦を遠い日本の地から応援したい。
今季も残り2試合となった。前節アウェイ名古屋グランパスとの一戦。パロ
マ瑞穂スタジアム建て替え前のラストゲームとなり、名古屋サポーターが
満員の完全アウェイゲームだった。試合は両チームのGKの好セーブが連
発しスコアレスドローのまま勝ち点１を獲得した。今節のガンバ大阪は現
在２位で来季のACL出場に向けて何としても勝ちにくるだろう。強敵相手
だが勝利を収めたい。

寒い冬のナイター試合で活躍するニットマフ
ラー！横浜とベルギーを繋ぐデザインです。

斉藤光毅選手メモリアルニットマフラー

サイズ：W1400×H180mm
素材：アクリル80％、ナイロン15％、ウール5％
場所：場外ホームゴール裏 入場ゲート横

3,740円(税込)
場所：場内ホームゴール裏グッズ売店横 

ワゴンセールブース、メインスタンド
グッズ売店

マジックグローブforスマホ
横浜FCカラーを基調とした手袋です！手袋
を付けたままスマホを操作することができる
ので冬のスタジアム観戦やスポーツ、通勤通
学をする際にとても便利◎

サイズ：フリー
素材：アクリル90％、ポリエステル8％、

ポリウレタン1％、その他1％

1,430円(税込)

冬のスタジアム観戦でお使いいただけるア
パレル商品やイヤーブックなど、お求めやす
い価格でラインナップ！

お得な冬のワゴンセール

サイズ：縦15×横18cm

2020シーズンのメモリアルな瞬間を詰め込
んだ卓上カレンダー！デスクで使いやすい書
き込みができるタイプです！

2021卓上カレンダー

1,210円(税込)



ホームゴール裏
自由席

アウェイゴール裏
自由席

メインスタンド
入場ゲート

ホームゴール裏

17:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

17:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

※緩衝エリアは変更となる場合があります。
※コンコース含めグッズ規制エリア
　を超えての往来はできません。

入場ゲート

アウェイゴール裏
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
緩衝エリア

グッズ規制の境界線を越えての
往来はできません。

グッズ規制
これより先はホームゴール裏・バッ
クスタンドへのアウェイグッズを着
用しての通り抜けはできません。

退場のみ 入場のみ

スタジアム案内Stadium INFORMATION
フードデリバリー事前購入受渡場所

■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。
※横浜FCでは、引き続きスタジアム内での飲酒・持ち込みは禁止となります。

■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://www.yokohamafc.com/2020/12/09/2020120917/

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

ふくろう

Grill kitchen Beside U

gootara cafe

斉藤光毅選手フォトスポット

再入場ゲート

Dome Pizza

ガチャガチャコーナー

アンキュイジーヌNeMo’n

フードデリバリー事前購入受渡場所

アウェイ「ガンバ大阪」
グッズ売店

斉藤光毅選手メモリアル
グッズ販売ブース

●会場内での落し物、
迷子等はサポーター
ズブースまでお問合
せください。

●会場内でのお忘れ物
につきましては、下
記までお問合せくだ
さい。

三ッ沢公園管理センター
℡：045‒548‒5147

https://www.yokohamafc.com/2020/12/09/2020120917/


イベント情報EVENT INFORMATION

※価格はすべて税込

来シーズンからベルギーリーグ2部所属のロンメルSKへと完全移籍
することが発表された斉藤光毅選手。オンライン移籍発表会のときに
使用したバックボードがフォトスポットとして登場します！斉藤光毅選
手もイチオシのデザイン、フォトスポットでお楽しみください！
●場所：場外 ホームゴール裏入場ゲート横スペース
●時間：15:00～18:00まで
※雨天時は中止になる場合があります。

斉藤光毅選手フォトスポット登場！ バス停留所「横浜FCクラブハウス前」名称変更等に関するご報告会！
クラブハウス最寄りのバス停留所「横浜FCクラブハウス前」の名称変更等
に関するご報告会を実施します！
横浜FCの社会連携活動(シャレン！)へ相鉄グループの相鉄バス株式会社
から賛同いただき、実現しました！
●内容：
・バス停留所の名称変更、車内自動音声

案内など、取り組みについてのご報告
・相鉄バス株式会社 社長・菅谷 雅夫様 
ご挨拶

●時間：メインスタンドタータン部分
●場所：18:05～

たくろー＆滝田が横浜FCの情報を持ち寄り、どちらが有益な情報だったかを競
います！

「クラブ」「選手」「SNS」「歴史」「今日の対戦相手」などなど…情報は様々。
役立つ豆知識を披露したのはどっちだ！？　より多くのタオルマフラーが掲げら
れた方が勝者です。

スタジアムMCヒノトリの横浜FC豆知識王は俺だ！

スタジアムMCを務める三田ちゃんがユニフォームや横浜FCグッズを組合せ、今日のスタジア
ムコーディネートをご紹介します！
皆様のコーディネートの参考にもぜひご注目ください！

スタジアムMC三田ちゃんの「今日のスタジアムコーデ」

NEW！ 横浜FCホームゲーム スタジアムイベント登場！

今
節
の
ス
タ
ジ
ア
ム
グ
ル
メ
！

Grill kitchen Beside U ふくろう
●時間：16:00～ハーフタイム

終了まで
●場所：平沼記念像前
創業80年 伊勢たまりしょうゆ
を独自製法で唐揚げタレに仕
上げました。
あっさりとした甘めのタレは、お
子様からお年寄りまで食べやす
く親しまれています。

●時間：16:00～ハーフタイム
終了まで

●場所：平沼記念像前
美味しいお料理と笑顔をお届けするこ
とをコンセプトに都内を中心に西京焼
きをメインとした移動販売をしています。
グリルキッチンBesideU(ビサイドユー)
のおすすめ！

豚肉と野菜がたっぷり入った豚汁を食
べてほっこり温まってください。

DomePizza
●時間：16:00～ハーフタイム

終了まで
●場所：平沼記念像前
普段はピッツァの販売を主とし
ていますが、限定で豚串、タン串
を販売致します。

gootara cafe
●時間：16:00～ハーフタイム

終了まで
●場所：場外 ホームゴール裏

入場口付近
焙煎黒ごまを贅沢に使用したお
しるこに、モチモチのロティとモ
チモチの白玉！
どこか懐かしい味わいの冬の限
定メニュー！

アンキュイジーヌNeMo’n
●時間：16:00～ハーフタイム

終了まで
●場所：場外 ホームゴール裏入

場口付近
アン・キュイジーヌはフランス語で「一つの
キッチン」です。まさにキッチンカーの小さ
なキッチンを表しています。
お店のロゴの「欧風台所」とは、シェフがは
じめて修行したレストランの亡き店主への
リスペクトからいただきました。
今のキッチンカーのメニューも、そのころ
学んだものをさらにアレンジしました。
古きよき昭和の和製フレンチを令和の未
来へ届けます。

豚汁 ……………………300円黒胡麻しるこロティ ……600円 豚・タン串焼き …… 各500円 伊勢たまりしょうゆ唐揚げ…600円ライス+牛筋煮込み …… 800円

まだスタジアムでの演奏が難しい状
況ですが、大型ビジョンを通して楽
しく気持ちを込めた演奏をお届けし
ます！
今節は「横浜市立境木中学校吹奏
楽部」の皆さんです。

野中貿易 presents スタジアム演奏会

スタンプを集めてゴミ拾いマスターになろう！
参加一回ごとにスタンプを1つプレゼント。13個以上スタンプを集めると、ゴミ
拾いマスターに認定！
2020シーズン中に開催される「ゴミ拾いマスター」表彰式に参加することがで
きます。
■LEADS TO THE OCEANプロジェクトとは!?

（https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/）
●時間：試合終了後～30分間　●受付場所：場外 総合案内所　
※雨天の場合は中止です。

「LEADS TO THE OCEANプロジェクト」活動
DOUBLE CROWN会員の皆様に季節のおもてなしとして「携帯カイ
ロ」をプレゼントいたします。
※ワンタッチパスカードと情報カードを確認
させていただき、お渡しします。
●場所：場外 総合案内所
●時間：16：00～後半キックオフまで

DOUBLE CROWN特典「季節のおもてなし」

https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/


2020
横浜FC
2020
横浜FC

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

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

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
株式会社日本メディックス
株式会社ジャミング
株式会社ジョイント
京浜昭和モータース
gootara cafe
国際空輸株式会社
株式会社新東通信
水道テクニカルサービス株式会社
株式会社坂口工務店




