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“横浜ダービー”で全てを出し尽くせ！
13年ぶりとなった横浜FCのJ1挑戦は勇敢な戦いと共に記憶されることに
なるだろう。J2から昇格チームは守備優先の戦術を採用することが多い。
だが、横浜FCはそうしなかった。どんなに強い相手であろうと、自分たちが
主導権を握ってサッカーをすることにこだわってきた。
象徴的だったのが最終ラインからのビルドアップだろう。新型コロナウイルス
による中断期間を経て再開されたリーグ戦では、相手がプレッシャーを
かけてきても、堂 と々パスをつないで攻撃を組み立てるようになっていた。
J1初勝利は第3節の柏レイソル戦。リモートマッチで行われたJ2から昇格
したチーム同士のゲームを3-1で勝ち点3をつかんだ。開幕から4試合で
1勝2分1敗、勝ち点5という結果に下平隆宏監督も手応えをつかんでいた。
勝つことができず苦しむ時期は何度も経験した。強豪との連戦となった
5節から9節まで5連敗。自陣からボールをつないで組み立てるプレー
スタイルを研究され、相手が高い位置からプレスをかけてきてカウンター
を受けるシーンも目立った。
ただ、勝てなかったとしてもチームのコンセプトがブレることはなかった。
勝利をたぐり寄せるためのディティールはベテラン選手を含めて微修正
を重ねながら、自分たちがやってきたことの精度を高めることにこだわり
続けた。
若手の活躍も目立った。切れ味鋭いドリブルと思い切りのよいシュートで
攻撃を牽引した斉藤光毅、怪我で戦線を離れるまでエース級の活躍を
見せた松尾佑介、大卒1年目ながらほとんどの試合に出場した瀬古樹、
J3への武者修行から帰ってきて一回りも二回りも大きくなった安永玲央……。
新型コロナウイルスの影響によって2020シーズンは特例で降格がなく
なった。20チームで行われる2021シーズンは下位4チームが降格すること
になる。シビアな戦いが予想される2021シーズンに向けて、新たなプレー
スタイルを構築し、多くの若手が出場機会を得たのは明るい材料だ。
2020シーズンの最後を締めくくるのはホーム ニッパツ三ツ沢球技場での
横浜F・マリノスとの“横浜ダービー”。「ユースのときから絶対に負けたくない
相手ですし、特別な思いがある」と意気込む斉藤光毅にとっては、ベルギー
リーグ挑戦前のラストゲームになる。
横浜FCが2020シーズンに積み上げてきたもの、その全てをぶつけて勝利
をつかみとりたい。

2020.12.19 sat

14:00 KICKOFF
VS. 

Yokohama F・Marinos



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。中村俊輔です。ホームであるニッパツ三ツ沢球技場で、勝利をつかむため、
皆さんの後押しをよろしくお願いします。

中村 俊輔MF46

PLAYER’S
MESSAGE

13年ぶりの“横浜ダービー”が復活したのは7月22日の第6節。横浜FCは昨
季王者の横浜F・マリノスを相手に序盤から何度もチャンスをつくった。「本
当に良い入りをして、自分たちのペースでやりたいことができていた」（下
平隆宏監督）。ただ、ゴールを決めることができないまま31分に先制点を許
してしまう。後半は前がかりになった裏を突かれて失点を重ねて最終的には
0-4で敗れた。あれから4カ月――。チームはホーム ニッパツ三ツ沢球技場

でリベンジに挑む。アンジェ・ポステコグルー監督が率いるチームの特徴
は、ピッチを広く使ったボールポゼッションと高い位置からのハイプレス
だ。横浜FCとしては前回の対戦でもハマっていたように、ボールを奪ったら
素早く相手のハイラインの背後にボールを送り込んでいきたい。「僕が決め
ていれば勝っていたと思うから悔しい」と語っていた斉藤光毅のゴールに
期待がかかる。

STARTING MEMBERS スターティングメンバー（予想）

横浜Ｆ・マリノス
［監督］アンジェ ポステコグルー

5 DF ティーラトン
6 MF 扇原　貴宏
7 FW 大津　祐樹
8 MF 喜田　拓也
9 FW マルコス ジュニオール
13 DF チアゴ マルチンス
15 DF 伊藤　槙人
16 DF 高野　遼
17 FW エリキ
18 MF 水沼　宏太
19 DF 實藤　友紀
21 GK 梶川　裕嗣
23 FW 仲川　輝人
25 DF 小池　龍太
26 MF 渡辺　皓太
27 DF 松原　健
28 DF 諏訪間　幸成
31 GK オビ パウエル オビンナ
32 GK 高丘　陽平

33 DF 和田　拓也
34 GK 中林　洋次
36 DF 角田　涼太朗
37 FW ジュニオール サントス
38 FW 前田　大然
39 MF 天野　純
40 MF 山根　陸
42 MF 植田　啓太
43 MF 松田　詠太郎
44 DF 畠中　槙之輔
45 FW オナイウ　阿道
46 FW 津久井　匠海
47 MF 西田　勇祐
48 DF 平井　駿助
49 MF 樺山　諒乃介
50 GK 寺門　陸

選手一覧

9
一美

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



J1第34節ホーム横浜ＦM戦に向けてRECORD THE BLUE

今
節
お
す
す
め
グ
ッ
ズ
！

2020シーズンの「RECORD THE BLUE」を執筆するのもこれが最後とな
る。ホームゲームに限ることなく相手チームの特徴であったり、横浜FCの
ストロングポイントであったりと、その時々の選手たちの様子や戦い方を
執筆してきた。今シーズン最後の執筆なのでシーズンの総括を書きたい
が、それは別枠で設けられているので別の視点で書いてみよう。

「プロサッカークラブで働くということ」を今回のテーマにしたい。筆者は
今年の2月に横浜FCに転職をしてきた、まだまだ新米の身である。Jリーグ
クラブで働きたいと思っている人は多くいるかもしれないが、現状、募集
枠は少なく中々に狭き門である。かつ新卒採用をしている所は稀なので一
度社会に出てから、サッカー業界に入ることが一般的なルートだ。かく言
う筆者も、全く違う業界からの転職で、日々広報として奮闘している。
就任後すぐに開幕戦を迎え、直後の第2節以降は新型コロナウイルスの
影響でリーグが中断され、クラブハウスも閉鎖される事態となった。選手
に会えない期間は、取材やイベントなどのやりとりを全てオンラインで行
い、お互いにやり辛い時期が続いたが、選手たちもサッカーができない状
況でも「今、自分たちにできること」に協力してくれた。クラブの活動が始

まった後も感染予防対策が行われた上での活動になり、いろいろな制限
がかかった中で難しい状況だった。しかし、キャプテンの南雄太がこういう
状況だからこそ今まで出来なかったことにチャレンジする機会だと、我々
フロントスタッフにも話してくれ、オンラインでもできることには積極的に
協力すると力強く言ってくれた。「ピンチはチャンス」とはまさにこのことで
あり、クラブもいろいろ模索しながらもオンラインでしかできないことを探
していった。
今ではオンラインでの活動が当たり前になりつつあるが、やはりリアルで
のイベントが楽しいと思うときがある。世界ではワクチンの接種が始まって
いる国もあるので、この状況ももう少しの辛抱だ。今はニッパツ三ツ沢球
技場でしかサポーターとお会いすることができないが、早く元の活動がで
きる日をクラブ一同、心待ちにしている。
今シーズンも残り1節。相手は横浜F・マリノスとの横浜ダービーだ。シーズ
ンの締めくくりにふさわしい最高の舞台が用意された。必ず勝利をして、
サポーターとともに喜びを分かち合いたい。

斉藤光毅選手の2018～2020シーズンまでのプレー写真がデ
ザインされたタオルマフラーです！

斉藤光毅選手メモリアルタオルマフラー

サイズ：W47×H70.7mm
場所：場外ホームゴール裏

入場ゲート横

躍動感のあるプレー写真を使
用した斉藤光毅選手のアクリ
ルキーホルダーです！

斉藤光毅選手メモリアルキーホルダー

660円(税込)
サイズ：W1,100×H200mm
素材：綿100％
場所：場外ホームゴール裏 入場ゲート横

2,750円(税込)

横浜FCでの3年間のプ
レー写真を使用したメモ
リアルポストカード。
全 2 5 種 類 からどのプ
レー写真が当たるかは
開けてからのお楽しみ！

斉藤光毅選手メモリアルポストカード

種類：全25種類　※ブラインドパッケー
ジとなりますので種類はお選びいた
だけません。

サイズ：100×148mm
場所：場外ホームゴール裏 入場ゲート横

200円(税込)

FLY TO THE WORLDと斉藤光毅選手がメインデザインのバ
スタオルです！

斉藤光毅選手メモリアルバスタオル

サイズ：W1,200×H600mm
素材：綿100％
場所：場外ホームゴール裏 入場ゲート横

4,400円(税込)

2020ガチャガチャ(ミニポーチ)

サイズ：200×120mm
素材：コットン

ガチャガチャにミニポーチが新登場！ぜひお気に入りの選手を
ゲットしてください！

500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

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
ブックなどがお買い求めやすい
価格になっています！

お得な冬のワゴンセール



メインスタンド
入場ゲート

ホームゴール裏

12:00～ハーフタイム終了まで
※試合中はご利用いただけません。

12:00～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

アウェイ側
入場ゲート

メインスタンド
指定席

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
アウェイ自由席

正面入り口 1

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

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

3

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

■横浜F・マリノス戦　観戦ガイド
スタジアム内グッズ規制エリアなどについて下記よりご確認ください。
ご観戦の際はルール遵守にご協力くださいますようお願い申し上げます。
https://www.yokohamafc.com/2020/12/11/202012111700/

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/2020/12/11/202012111705/

アルコール持ち込み禁止について

幸せ餃子

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

EFES STREET KITCHEN

gootara cafe

LEOCキッチン

斉藤光毅選手フォトスポット

再入場ゲート

HoiHoi亭
Litte Kitchen Soleil

BULLDOGCAFE

ガチャガチャコーナー

sprout

フードデリバリー事前購入受渡場所

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

soccer junky売店

試合中の立見禁止
※着席でのご観戦をお願いします

https://www.yokohamafc.com/2020/12/11/202012111705/
https://www.yokohamafc.com/2020/12/11/202012111700/


イベント情報EVENT INFORMATION

■soccer junky売店オープン！
2015シーズンより多岐にわたり横浜FCをサポートいただいているsoccer 
junkyの商品を販売します！今回は限定商品3アイテムのみの販売です。ぜひこ
の機会にお求めください！
●出店場所：バックスタンド中央10番ゲート付近（飲食売店隣）
●販売時間:11:30～試合終了もしくは、商品売り切れ次第終了　※販売時間は変更となる可能性がございます。
●その他：
・soccer junky売店での販売商品の返品・交換は致しておりません。予めご了承ください。
・お支払いは現金のみのお取り扱いとなります。
・soccer junkyのホームページは右記より御覧ください。　http://soccerjunky.com/

■ユニフォームやグッズがもらえる！
　「2021DAZN年間視聴パス購入キャンペーン」
最終戦限定！「2021DAZN年間視聴パス」を試合会場でご購入いただいた方を対象
にユニフォームや横浜FCグッズが必ずもらえるキャンペーンを開催します！
2021DAZN年間視聴パスをご購入いただくと、10ヶ月分の料金で12ヶ月分の視聴
可能です！
視聴料の一部はチームの強化費として還元されるため皆さんの心強い後押しになり、
より有形な「強化費」として、クラブへもたらされます。
DAZNで共に多くの勝利を分かち合いましょう！
●時間:先行入場～ハーフタイム終了まで
●場所:場外「ファンクラブブース」
●価格:19,250円(税込)
※お支払い方法は現金またはクレジットカー

ド決済です。
※キャンペーンは賞品がなくなり次第終了と

なります。
●DAZN年間視聴パスの詳細についてはこちらから
https://www.yokohamafc.com/lp/dazn/

■斉藤光毅選手フォトスポット登場！
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！
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：ホームゴール裏入場ゲート横スペース
●時間：12:30～後半キックオフまで
※雨天時は中止になる場合があります。

■「第三弾 朝日新聞 特別号外（ニッパツ三ツ沢版）」
　発行
選手の対談や選手インタビュー、アカ
デミーの2020Now＆then2007、
奥寺康彦インタビューなど、盛りだく
さんで読み応えあり！
ご来場者限定でお配りしますのでご
入場ゲートでお受け取りください。
●配布ゲート
・メインスタンド入場ゲート
・ホームゴール裏入場ゲート

■野中貿易 presents スタジアム演奏会
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「横浜市立浦島丘中学校吹奏楽部」の
皆さんです。

■「最終戦応援フラッグ」プレゼント！
2020シーズン最終戦の横浜ダービーを、より一層
盛り上げるために、お越しいただいた横浜FCサ
ポーターの皆様全員に「最終戦応援フラッグ」をプ
レゼントします！

「最終戦応援フラッグ」はゴール裏応援団体がデザ
インを担当し、スポンサー各社にご支援いただき、
みなさんの応援でこの企画が完成します。
フラッグを掲げて選手とともに戦いましょう！
●配布場所：
・メインスタンド入場ゲート
・ホームゴール裏入場ゲート
※フラッグは棒がついていない布のみです。
※「Ｊリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」でフラッグを振る行為は禁

止されていますことをご了承ください。

■斉藤光毅選手移籍セレモニー
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
手のセレモニーを実施します。
●時間：試合終了後
●場所：ピッチ中央

■2020シーズン最終戦セレモニー
選手全員がラインナップし今シーズン応援してい
ただき共にたたかっていただいた皆様にご挨拶を
いたします。
●時間：試合終了後
●場所：ピッチ中央

■2019-20シーズン LEADS TO THE OCEAN 
　ゴミ拾いマスター表彰式
2019-2020シーズン、LTOのゴミ拾い活動にご
参加いただき13個以上スタンプを集めた方を「ゴ
ミ拾いマスター」として表彰いたします。
●時間：ハーフタイム
●場所：ホームゴール裏タータン部分/大型ビジョン
※13個以上スタンプが集まった「LTOスタンプカード」を必ずお持ちください。
※表彰式に来られない方は、次回以降（来シーズン）のLTOゴミ拾いの際に、マスター

カードと記念品を進呈します。
★試合終了後はいつも通り「LEADS TO THE OCEANプロジェクト」活動を実施しま

すのでご参加ください。
●時間：最終戦セレモニー終了後～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プロジェクトとは!?

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

■サポーターが選ぶ年間MVP投票 表彰式
ホームゲーム勝利時限定でご来場者による「最も勝利に貢献したと思う
選手」投票の結果発表と表彰式を行います。
●時間：試合終了後
●場所：大型ビジョンで発表　
※1位の選手による受賞コメントを大型ビジョンで放映

【FLY TO THE WORLD 
背番号パンディアーニTEE】
●価格：4,000円（税込）
●サイズ：S/M/L/XL
●販売限定数：30着

【Voyage ver le futur 
半袖TEE】
●価格：4,000円（税込）
●サイズ：S/M/L/XL
●販売限定数：30着

【pandiani トート】
●価格：4,000円（税込）
●販売限定数：30点

画像はイメージ（第二弾の号外です）

イメージです

http://soccerjunky.com/
https://www.yokohamafc.com/lp/dazn/
https://www.uminitsuzuku.com/yokohamafc/


イベント情報EVENT INFORMATION

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」

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を務める三田ちゃんと、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！ 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
！

※価格はすべて税込

sprout
●時間：10:00～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
キノコのソテーにレンコンを加えて免疫力
アップ！（風邪予防や疲労回復、美肌効果）
他にもアボガドもご用意いたします！
ホーム三ツ沢での今シーズン最終戦。
大変だった1年ですが、笑顔で終わりま
しょう！

キノコチキンタコライス…750円

HoiHoi亭
●時間：10:00～ハーフタイム終了まで
●場所：平沼記念像前
大人気！8種類のロコモコと、横浜ダー
ビーSPLメニューとして中華街の大きな
豚まんを野菜スープに浸した「横濱スー
プ豚まん」が登場。
ボリューム満点のロコモコ丼と熱々豚ま
んは12月の観戦をHOTにします！！

ロコモコ丼………700～900円

Little Kitchen Soleil
●時間：10:00～ハーフタイム終了まで
●場所：平沼記念像前
鉄板で豪快に焼き上げます。余分な脂は
落としてあるのでヘルシー&ジューシー。
味は5種類から選べます。

鉄板鶏飯………………………650円

EFES STREET KITCHEN
●時間：10:00～ハーフタイム終了まで
●場所：平沼記念像前
門外不出の秘伝のソースに2日間じっくり寝
かせたお肉を丹精込めて焼き上げた本場
のケバブは最終ケバブグランプリで優勝！
本場のケバブをサンド、ラップと違う形で
お楽しみいただけます！
誰もがリピートしたくなる味をお届けします！

ケバブサンド…………………700円

幸せ餃子
●時間：14:00～ハーフタイム終了まで
●場所：アウェイゴール裏コンコース
数量限定！！
ビックリ！まるごとプリプリのエビを、モチ
モチっとした大判の皮で包み込みました！
豊洲市場で仕入れた海老＆神奈川名産
100選高座豚、そしてふんだんに地場野
菜を絶妙なバランスで融合させたオリジ
ナル餃子をご賞味ください。

海老ムス餃子………600円

BULLDOGCAFE
●時間：14:00～ハーフタイム終了まで
●場所：アウェイゴール裏コンコース
素材にこだわり厳選された豚肉のみを使
用し、鉄板でじっくり焼き上げ十勝秘伝
のタレに絡めてあります。
トッピングはプラス100円でお好みでお
選びください！

十勝豚丼………………………700円

gootara cafe
●時間：10:00～ハーフタイム終了まで
●場所：平沼記念像前
ほんのりスパイスの効いたクリーミーな
マッシュポテトに、ジューシーなグリル
ベーコン！
横浜FCスタグルお馴染みの、さっくりモ
チモチのロティで巻いて食べ易くご提供
です。

ベーコンマッシュポテトロティ…600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

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




