
センターバックで勝負していきたい
　柔らかい表情の奥には、並々ならぬ決意があっ
た。2019年に明治大学から横浜FCに加入。1年
目から14試合に出場してJ1昇格に貢献すると、2
年目は34試合中27試合でピッチに立った。プロ3
シーズン目、袴田裕太郎は「自分にとって勝負の1
年になる」と新たな戦いに臨んでいる。
「昨シーズンの後半ぐらいからセンターバックで出る
機会が増えて、自分の中でも『このポジションで勝負
したい』という気持ちが強くなりました。だから、セン
ターバックとして開幕スタメンを飾れたときはうれし
かったですね」
　しかし、アウェイに乗り込んでの北海道コンサドーレ
札幌との開幕戦は予想外の結果となった。立ち上
がりの2分、4分に2連続失点。勢いに乗った相手
の攻撃を止めることができず、終わってみれば1ー5
で大敗した。
「本当に不甲斐なかった。全員で集中して入ろうと
意識して声を掛け合っていたけど、あっさりと2失点
してしまって…。悪い流れを修正できなかったことは
最終ラインの責任が大きいと思っています」
　5失点はDFにとっては受け入れ難い結果だった
だろう。それでも、「初戦でこういう経験ができたこと
をポジティブにとらえて、練習から1つ1つのプレーに
こだわっていきたい」と袴田は前を向く。

　ただ、試練の時は続く。第2節の大分トリニータ戦
でも9分、11分と序盤に2失点してしまったのだ。
2点目に関してはゴール前に入ってきたクロスを袴
田がクリアできなかったことが失点の要因となった。
　試合終了を告げるホイッスルが鳴った後、袴田は
頭をかきむしって悔しがった。守備の要となるセン
ターバックとしてチームを勝利に導けなかったことに
誰よりも責任を感じていた。

相手がプレスに来ても
しっかりとつなぎたい
　下平隆宏監督が目指すのは、自陣の低い位
置からボールをつないでいくサッカーだ。それゆえ
に、最終ラインのDFにも攻撃を組み立てる力が
求められる。183センチの長身で1対1に強く、それ
でいて左足の高精度のキックがある袴田は適任
といっていい。
「自分たちがボールを保持できれば守備の時間も
減ってくる。シモさんのもとでボールを大事にする
サッカーをやっているので、自分たちのボールを大事
にしてシュートで終わることができれば、セットした
状態でディフェンスができる」
　攻撃は最大の防御――。自分たちがボールを
持っている間は攻められることはない。低い位置
からボールをつなぐことはリスクもある。ただ、J1で
勝ち点を積み上げていくためには「やり続けること」

が大事だと袴田は言う。
「相手がプレスに来たとしても、自信を持ってパス
をつなげるか。昨シーズンは失点数が多かったの
ですが、低い位置でボールを失ってカウンターを
されることも多かったので、そういうミスはなくして
いきたいです」
　プロ3シーズン目の袴田は自らの課題について
「リーダーシップ」を挙げる。高校、大学までは左
サイドバックが主戦場だったことや、「自分が前に
出たいというタイプではない」という控えめな性格
もあって試合中は黙 と々プレーしていた。
「でも、センターバックをやるからには声で周りを
動かすのは必須だと思って取り組んでいます。全
体が見えるポジションですし、どっしりと構えること
でチーム全体に安定感が生まれたので」
　横浜FCには伊野波雅彦と田代真一という
経験豊富なセンターバックがいる。袴田にとって
は同じポジションを争うライバルであり、たくさんのこ
とを教えてくれる先輩でもある。とりわけ、コーチン
グについては2人から貪欲に学んでいる。
「隣で試合に出ていても本当に勉強になります。
伊野波さんはラインのアップダウンとかを的確に
声をかけてくれますし、田代さんはチーム全体を
盛り上げてくれる。今はまだ引っ張ってもらってい
ますが、僕がリーダーとして支えられるようになり
たい」

3年以内に
J1ベストイレブンになる
　2021シーズンから袴田は「3番」を背負う。プロに
なって初めての1桁番号をどのように受け止めてい
るのだろうか。
「すごくありがたいなと。1桁っていうのは重みがあり
ます。チームからの期待を感じますし、その期待に
応えられるようにやらなければいけないと気持ちが
引き締まります」
　袴田にはサッカー選手としての“ロードマップ”が
ある。横浜FCのYouTubeチャンネルで昨シーズン
アップされた「＃選手のトリセツ」では3年以内にJ1
ベストイレブンになりたいと語っていた。
「こう見えて将来のことは考えているんです（笑）。どう
なりたいのか。何をしなければいけないのか。自分の
目標を書いた紙は目に付くところに貼って毎日見てい
ます。チームを勝たせる存在になれば、個人としても結
果が出てくる。J1ベストイレブンという目標のためには
今シーズンが勝負になると思っています。もっともっと
成長していきたい」
　札幌戦と大分戦で味わった悔しさは簡単に忘れられ
るものではないだろう。だが、リーグ戦は続いていく。同じ
失敗を繰り返さないように、そして、チームを勝たせられ
る選手になるために。「あのミスがあったから、今の自分
がある」。この男だったら、そう言える日が必ず来る。

2021.3.13 sat
14:00 KICKOFF
VS. CEREZO  OSAKA

袴田 裕太郎

Yutaro HAKAMATA
DF3

自分がリーダーになっていく
心優しきDFの断固たる決意
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下平 隆宏
Takahiro SHIMOTAIRA
1971年12月18日生
青森県出身

監督

CLUB STAFF TIMES

横浜FC選手一覧PLAYERS FILE

   1 GK ダン バン ラム
   2 DF 松田　陸
   3 DF 進藤　亮佑
   4 MF 原川　力
   5 MF 藤田　直之
   6 DF チアゴ
   9 FW アダム タガート
 10 MF 清武　弘嗣
 13 FW 高木　俊幸
 14 DF 丸橋　祐介
 15 DF 瀬古　歩夢
 16 DF 新井　直人
 17 MF 坂元　達裕
 18 MF 西川　潤
 19 MF 為田　大貴
 20 FW 大久保　嘉人
 21 GK キム ジンヒョン
 22  FW 松田　力 

24  DF 鳥海　晃司
25  MF 奥埜　博亮
26  DF 小池　裕太
28  FW 中島　元彦
29  FW 加藤　陸次樹 
30  MF 喜田　陽 
31  FW 藤尾　翔太
32  FW 豊川　雄太
33  DF 西尾　隆矢
34  FW 山田　寛人
36  FW 澤上　竜二
40  MF 松本　泰志
43  DF ダンクレー
48  GK 春名　竜聖
49  GK 下中　凌我
50  GK 松井　謙弥

セレッソ大阪
［監督］レヴィー クルピ

16
伊藤

44
六反

30
手塚

17
武田

2
マギーニョ

3
袴田

19
伊野波

9
クレーべ

6
瀬古

37
松尾

13
小川

スターティングメンバー予想

対戦チームメンバー一覧

セレッソ大阪は昨シーズンとは別のチームになっていると
言っていいだろう。ロティーナ（現清水エスパルス監督）が
率いたときは、守備ではブロックをつくって跳ね返しつつ、
攻撃ではボールをゆっくりと回してくる“堅守遅攻”ともいえる
珍しいスタイルだった。昨シーズンは２度の対戦で1ー2、
0ー1とどちらも1点差で敗れたが、横浜FCとしてはチャンス
を多く作っていただけに、「もったいなかった」という印象が
残った。実に4回目の復帰となるレヴィー クルピ監督が就
任した今シーズンは攻撃的なスタイルに大きく舵を切った。
最大の注目は元日本代表ストライカーの大久保嘉人だろう。

開幕から3試合で4ゴールを挙げた38歳はゴール前での
細かい駆け引きや、意表をついたミドルシュートなど、常に
ゴールを脅かしてくる。右サイドの松田陸からのクロスを
合わせる形が得点パターンとなっているので警戒が必要
だろう。また、右サイドの坂元達裕のキックフェイントや、清武
弘嗣のピンポイントパスなど1発で勝負を決める力を持つ
タレントが揃っている。横浜FCとしてはC大阪の攻撃陣
が自由にプレーできないように監視をしながら、相手の
ボールを奪った後は素早くスペースを突いてゴールを狙い
たい。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.2

大内 一生
Issei OUCHI
2000年9月8日生
184cm/79kg
イタリア出身

GK1
マギーニョ
MAGUINHO
1992年1月6日生
175cm/68kg
ブラジル出身

DF2
袴田 裕太郎
Yutaro HAKAMATA
1996年6月24日生
183cm/75kg
静岡県出身

DF3
高橋 秀人
Hideto TAKAHASHI
1987年10月17日生
184cm/75kg
群馬県出身

DF4
田代 真一
Masakazu TASHIRO
1988年6月26日生
182cm/72kg
東京都出身

DF5

瀬古 樹
Tatsuki SEKO
1997年12月22日生
175cm/69kg
東京都出身

MF6
松浦 拓弥
Takuya MATSUURA
1988年12月21日生
167cm/64kg
静岡県出身

MF7
齋藤 功佑
Kosuke SAITO
1997年6月16日生
170cm/61kg
神奈川県出身

MF8
クレーベ
KLÉBER
1990年5月2日生
187cm/83kg
ブラジル出身

FW9
中村 俊輔
Shunsuke NAKAMURA
1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

MF10
三浦 知良
Kazuyoshi MIURA
1967年2月26日生
177cm/72kg
静岡県出身

FW11

安永 玲央
Reo YASUNAGA
2000年11月19日生
177cm/72kg
東京都出身

MF15
小川 慶治朗
Keijiro OGAWA
1992年7月14日生
170cm/67kg
兵庫県出身

FW13
ジャーメイン 良
Ryo GERMAIN
1995年4月19日生
182cm/75kg
神奈川県出身

FW14
伊藤 翔
Sho ITO
1988年7月24日生
184cm/76kg
愛知県出身

FW16
武田 英二郎
Eijiro TAKEDA
1988年7月11日生
173cm/71kg
神奈川県出身

DF17
南 雄太
Yuta MINAMI
1979年9月30日生
185cm/78kg
神奈川県出身

GK18

伊野波 雅彦
Masahiko INOHA
1985年8月28日生
179cm/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
183cm/78kg
オランダ出身

DF20
市川 暉記
Akinori ICHIKAWA
1998年10月19日生
190cm/86kg
神奈川県出身

GK21
岩武 克弥
Katsuya IWATAKE
1996年6月4日生
173cm/70kg
大分県出身

DF22
前嶋 洋太
Yota MAEJIMA
1997年8月12日生
178cm/67kg
神奈川県出身

DF23
高木 友也
Yuya TAKAGI
1998年5月23日生
175cm/70kg
神奈川出身

DF24

韓 浩康
HAN Hogang
1993年9月18日生
186cm/80kg
京都府出身

DF26
中塩 大貴
Daiki NAKASHIO
1997年6月8日生
181cm/67kg
埼玉県出身

DF27
猿田 遥己
Haruki SARUTA
1999年4月23日生
191cm/83kg
東京都出身

GK28
手塚 康平
Kohei TEZUKA
1996年4月6日生
176cm/66kg
栃木県出身

MF30
杉本 竜士
Ryuji SUGIMOTO
1993年6月1日生
164cm/60kg
東京都出身

MF31
古宿 理久
Riku FURUYADO
2001年4月18日生
178cm/69kg
神奈川県出身

MF32

松尾 佑介
Yusuke MATSUO
1997年7月23日生
170cm/65kg
埼玉県出身

MF37
渡邉 千真
Kazuma WATANABE
1986年8月10日生
182cm/79kg
長崎県出身

FW39
六反 勇治
Yuji ROKUTAN
1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

GK44

横浜FCグッズ担当の池下です。
横浜FCで働き始めて今シーズンで5年目。2017年に大学院を修了する間際の2月頃にインターンシップとして、
その後アルバイトを経て社員になりました。趣味・好きなものはサッカー観戦、化粧品、良い香りのもの、洋服、
スヌーピー、タピオカ。
グッズや試合運営の勉強も兼ねて横浜FCのアウェイゲームや関東近辺のクラブのスタジアムへ足を運び、試合
自体を楽しむことはもちろんのこと、Jリーグのマスコットたちも大好きなので癒しを求めて行くこともあります。
グッズ担当は女性2名で商品のデザインの方向性や「もっとこうしたら良くなりそう」という意見を出し合いなが
らグッズの企画をしています。1つ1つの商品に思い入れやドラマがあるので、こだわりやグッズ企画の裏側をグッ
ズ公式のツイッターとインスタグラムで発信しています。ぜひチェックしてください！
今シーズンより大きく変わった点は、フリ丸も背番号99番を付けることになり、いろいろなグッズを展開していき
たい！とフリ丸と一緒に企んでいますので、ぜひフリマラーの皆さんも一緒に盛り上げてください。
2021シーズンは昨シーズンよりさらに充実したグッズを皆様にお届けできるような企画を考えてまいりますの
で、引き続きよろしくお願いします。

グッズ情報プレゼントコーナーLET’S CHALLENGE!

詳しくは
こちらのQRを
読みこんでネ！

ハンドソープ
「ASSIST LIFE」プレゼント!!

本日限り！下のQRコードをスマホで読み込むと、おみくじが引けます。
本日の運試しに是非チャレンジしてみてください！
時間/11:30～ハーフタイム終了まで
※おひとり様1回まで。当選数に達し次第終了いたします。

おみくじ
抽選で
10名様に

おすすめグッズ

キルティングレッスンバッグ
横浜FCのエンブレムやロゴ、サッカー
ボールをあしらったレッスンバッグ！外側
にはポケットも付いていて学校や習い
事にもぴったりで、入学祝いのプレゼ
ントにも◎

■ サイズ：W400×H300mm
■ 素材：ポリエステル

1,980円(税込)キルティングシューズバッグ
ネイビーとライトブルーのストライプ柄に横
浜FCのエンブレムがデザインされたシュー
ズバッグ！持ち手をフープに通すだけなの
で、簡単に靴の出し入れが出来ます。

■ サイズ：W220×H290×D50mm
■ 素材：ポリエステル

「レッスンバッグにはノートパソコン、シューズバッグにはランニングシューズ(ダイエットする予定)を入れて持ち歩きたいと思います！（池下）」

2,530円(税込)

今シーズンから横浜FC C.R.O（Club Relations Officer）
に就任しました。ファン・サポーターの皆様をはじめ、
地域の方々、スポンサー様、様々なステークホルダー
の方 と々クラブをつなぐ存在として、日々邁進していき
たいと思います。
他クラブでも同じような役職でご活躍されている元選
手の方々もおり、試合などでお会いした際に、様々な
情報交換を行っています。今後も引退後の選手のモ
デルケースになること、Jリーグや地域社会の発展に
貢献することを目標に取り組んでいきます。
アンバサダーに近い役割の方は、引退してすぐ就任す
る方が多く知名度もあり、選手としての価値を最大限
に活かせるメリットはクラブにとって大きな財産です。
ですが、私の場合は2017年9月に引退後、ホームタウン、
広報を経て今シーズンからとなるため、もう選手時代
ほどの知名度や価値がないのでは？
・・・安心してください。「鮮度」はないかもしれないです
が、これまでクラブスタッフとして培った経験と元選手と
いう経験の両面を武器に「旨味」を出していきたいと思います。
私を知っている方、知らない方も含めたくさんの方に横浜FCの魅力を伝えていきたいと思います。引き続きよろしく
お願いします。横浜FCのウッチーでした！　

（C.R.O　内田 智也）

[�勝 �分�敗 ]��位
※����年��月��日時点

明治安田生命 J�リーグ ����シーズン 戦績

職人歴25年のシェフこだわりの
美味しいパンに出会えるチャンス ！
国産の小麦と国産の米粉を混ぜたもっちりとした味わいの
「フリ丸印の食パン」が登場！自家製のライ麦の種を使用し
カカオニブとチョコチップをふんだんに配合したショコラカン
パーニュ！国産の小麦粉とバターが香る生地に国産の有機
小豆のつぶあんをたっぷり包んだ有機あずきのあんぱん！
ぜひ、ご賞味ください。

LEOCキッチン「こだわりの美味しいパン」

フリ丸印の食パン・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400
ショコラカンパーニュ・・・・・・・・・・・・・￥250
有機あずきのあんぱん・・・・・・・・・・・￥180
メロンパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥180
チョコクリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥280
ポテトパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥250
ベーコンエピ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥280
3種のチーズパン・・・・・・・・・・・・・・・・・￥250

時間：11:30～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

※パンの販売は11：30～です。

当日MDPを
お買い上げいただいた方限定！



RECORD THE BLUE

2021
横浜FC
2021
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。

イー・コネクション株式会社
西堀競走馬診療所
渡辺商事株式会社
税理士法人横浜パートナーズ
株式会社リバティーエステート
旭建設株式会社
株式会社横浜ソイル
株式会社ベンハウス
三沢電機株式会社
ジャパントータルサービス株式会社
株式会社ダイナネットワークサービス
株式会社清光社
奈良造園土木株式会社

相武造園土木株式会社　
gootara cafe
株式会社ユナイト
トイレ診断士のアメニティ
野中貿易株式会社
稲垣薬品興業株式会社
株式会社アイネット
株式会社イワサワ
ロックペイント株式会社
神奈川綜合設備株式会社
株式会社イーツー・インフォ
株式会社ダイイチ
株式会社ミツハシ

株式会社共益
山田サービサー総合事務所
株式会社ホンマ
Ex tube
AoYama株式会社
石黒秀雄
アイゲージ株式会社
株式会社パルス・システム
社会福祉法人日本保育協会横浜支部
首都高メンテナンス神奈川株式会社
鈴木伸彦
リストグループ
小雀建設株式会社

株式会社原町加工紙
一般社団法人神奈川県保健協会
日総ぴゅあ株式会社
株式会社CIJ
株式会社理装工業
株式会社谷川商店
横浜リテール合同会社
株式会社インターパック
リスモン・ビジネス・ポータル株式会社
碧葉造園株式会社

3月6日（土） 大分トリニータとのホーム開幕戦は
リニューアルしたフリ丸をはじめ、多くのことがお
披露目される日となり、今シーズンを戦うクラブの
姿をサポーターの皆さんに見せる機会となった。
ホーム開幕戦ということもあり、5,000人上限のスタ
ジアムには4,400人以上の方にご来場いただき、コロ
ナ渦でもこうして無事にサポーターの前で試合が
できることに感謝したい。終始、横浜FCが大分ゴー
ルに迫り、手塚康平選手のFKがゴールネットを揺
らすも、立ち上がりの２失点が痛手となり勝利を逃
してしまった。
連戦が続くなかでは、うまく切り替えて次に良い状
態で臨むのが理想だ。経験豊富な選手が多いチー
ムでは試合翌日の練習では、彼らが声を上げる。思
えば昨シーズン5連敗を喫したときも、チームを鼓
舞する選手・スタッフがいて、その後の３連勝につ
ながった。今は苦しい時期かもしれないが、とにか
く目の前の試合に集中して勝ち点３を獲得したい。

（広報/亀井慶太）

J1第4節セレッソ大阪戦に向けて

オフィシャルパートナー

本日のイベント、グッズ、
グルメ、スタジアム席図はこちら

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

https://yokohamafc.com/kickoff/210313_cosaka/

2021スタジアムイベント 
 PLAY BACK FULIE

オフィシャルパートナーとして今シーズンも横浜FCを
ご支援いただく日本発条株式会社様が、この度、ニッ
パツ三ツ沢球技場のネーミングライツ契約を更新され、
またニッパツ横浜FCシーガルズのネーミングライツ
契約も更新いただきました。
大分トリニータ戦で激励のご挨拶をいただきました
ので、ご報告いたします。

横浜FCのサポーターの皆さん、いよいよホームでの開
幕戦を迎えました。今年も一緒に応援していきましょ
う。この度、当社はこの｢三ツ沢球技場｣の名前に、当
社名をともに載せた｢ニッパツ三ツ沢球技場｣とする
ことを5年間更新する手続き、そして時を同じくして横
浜FCの女子チームである｢横浜FCシーガルズ｣についても、チーム名に当社の名前をつけること
を5年間更新する手続きをいたしました。ニッパツは、ばねを中心とする製品のメーカーでございま
す。私たちの製品は実は皆様の暮らしのすぐそばにあるのですが、皆様に気づいていただく機会
が少ないのも事実でございます。このニッパツ三ツ沢球技場、そしてニッパツ横浜FCシーガルズを
通じて、皆様とともにある、皆様とつながっている、ということを感じていく5年間にしたいと思いま
す。この一年を振り返るとき、今までは当たり前だった｢スポーツを楽しむ｣ということが、実はどれ
だけありがたいことだったのか、またどれだけ私たちを元気づけてくれるものだったのか、を痛感
したのは私だけではないと思います。皆さんとともに、このホーム開幕戦を迎えられることの喜び
を、改めてかみしめております。今日の試合を、そしてスポーツを、ぜひとも一緒に楽しみましょう。

1999年のチーム始動以降、多くの皆様に支えられ、23年目のシー
ズンをJ1で戦っています。
そして2021シーズンは、2001年のJリーグ加盟から早20年の節目
のシーズンです。
多くの紆余曲折を重ねたクラブ史には、現在に至るまでに数多く
のサポーター、選手、スタッフたちとのストーリーがあります。
「PLAY BACK FULIE」では、横浜FCを語る上で外せない記録に
残る試合や皆さんの記憶に残っている名場面を事前に募集し、
「思い出に残っているシーン」を毎試合1つをピックアップして、当時の秘話やサポーターの皆様の思い
出とともに、写真などで当時を振り返ります！
MCを務めるのは、スタジアムDJシュウちゃん、ウッチー（C.R.O内田智也）。
思い出に残っているシーンやもう一度見たいシーン、あの頃の話など、横浜FC公式Twitterで募集して
いますので、ぜひお寄せください。
もしかしたら...振り返りシーンに登場するOB選手もスペシャルゲストとして登場するかも...？

SPOT EVENT

日本発条株式会社
企画管理本部総務部 主管
穴吹 史彦 様より

横浜FC公式
Twitterアカウント●横浜FC公式Twitterアカウントより募集（2月28日公開済）

　https://twitter.com/yokohama_fc/status/1365965648405225472
●公式からの募集ツイートにリプライか引用ツイートで「#PLAYBACKFULIE」のハッシュタグ
　をつけてご投稿ください。
　※ご応募いただく際は「思い出に残っている試合、シーン、選手名」などを記載ください。
●各試合での振り返りシーンは、各試合ごと事前にTwitterでお知らせいたしますので、事前
　にそのシーンに対する感想、思い出もお寄せください。

■ 「PLAY BACK FULIE」応募方法

こちらをクリック

https://yokohamafc.com/kickoff/210313_cosaka/
https://twitter.com/yokohama_fc/status/1365965648405225472



