
8番を背負うことで
自分にプレッシャーをかける
　数字は軽くなった。だが、重みはずっしりと増
した。プロ6年目の2021シーズン、齋藤功佑は横浜
FCにとって特別な数字を背負うことになった。
生え抜きのテクニシャンは新たに8番をまとい、J1
での2シーズン目を戦う。
　8番を着けてもらえないか―。クラブから打診
があったときは「正直プレッシャーだなと」思った。
だが、同時に「こんなチャンスはない」とも感じた
という。横浜FCの8番といえば、昨シーズンまで
長きにわたって中盤を支えた佐藤謙介がすぐに
思い浮かぶ。“ハマのバンディエラ”とも呼ばれた
男が出場機会を求めてレノファ山口に移籍した
ことで、10年ぶりに8番が空き番号になった。
「謙介くんは大卒で横浜FCに入ってクラブに貢献し
てきた選手ですし、ファン・サポーターの方からも
愛されていました。そのような人の番号ですから覚
悟が必要です。でも自分に良い意味でプレッシャー
をかける意味でも着けさせていただこう、と」
　インスタグラムのストーリーには劇的な決勝ゴール
を決めた2018シーズンのアウェイでのジェフユ
ナイテッド千葉戦で佐藤と共に喜んでいる写真を
アップ。そこには佐藤のアカウントと「8番 継がせ
ていただきます！」という力強いコメントが添えら
れていた。

　2016シーズンに横浜FCユースからトップ昇格
を果たした。プロ1年目は出場ゼロで、2年目は
リーグ戦と天皇杯を合わせて7試合のみ。「かなり
苦しかった」と振り返る。ようやく試合に絡める
ようになったのは3年目から。2018年6月24日
のJ2第20節のヴァンフォーレ甲府戦でコーナー
キックのこぼれ球を左足で叩き込み、Jリーグ初
ゴールを挙げた。
　3年目以降のリーグ戦では18試合3得点、14
試合3得点、21試合2得点。コンスタントに出場し
ているものの、怪我もあってシーズンを通してフル
稼働はできていない。これまでの5年間で「満足
のいく数字は出せなかった」ことから「飛躍の1年
にしたい」と誓っている。

目標は8ゴール8アシスト
点を取り、取らせる
　2021シーズンの目標は「8ゴール8アシスト」だ。実
は、当初は「5ゴール5アシスト」とメディアで発言
していたが、ユースやジュニアユース時代の監督
たちから「現実を見過ぎだろ」と言われて“上方
修正”した。
「ちょっと現実的すぎたかもしれません（笑）。
目標設定は高い方がいいなということと、背番号
も8番になったので8ゴール8アシストを目指します。
自分で点も取れて、周りにも点を取らせられる。

そういう選手になりたい」
　2年連続で副キャプテンも務める。キャプテン
の選出方法は選手投票で、チームメイトからは
「こうすけは不正投票だろうと言われた」と笑う。
ただ、齋藤の練習に打ち込む姿勢、チームに対する
思いが信頼を勝ち得ているのは間違いないだろう。
「雄太さん、マサくんは経験豊富ですし、試合中
も引っ張ってくれる。2人と同じようなことはでき
ないかもしれませんが、自分にできることをやって
いきたい。若い選手とは僕がコミュニケーションを
とりやすいと思いますし、ベテランと若手をつなぐ
役割をできたらと思っています」
　昨シーズンはJリーグ開幕前の2月16日に行わ
れたルヴァンカップ第1節のサンフレッチェ広島
戦でキャプテンマークを巻いた。“横浜FCのキャプ
テン”としてプレーした90分間は「チームを引っ
張っていかないといけない」と改めて自覚を芽生え
させた。

開幕戦は大敗スタート
必ずリベンジする
　2020シーズンはJ1のレベルの高さを肌で感
じた。特に感じたのはボールがないところでの駆
け引きだった。齋藤の持ち味はポジショニングの
うまさだ。首を振って周りの状況を認知し、相手
がマークにつきづらい場所で受けることで、アタッ

キングサードで優位な状況を生み出す。しかし、
J1では齋藤の狙いを素早く察知され、良い形で
もらえない場面も多かった。
「J2では通用していたことが通用しなかった。
もっと状況判断を早くしないといけないし、相手
が寄せてきていても自信を持ってボールをもらえる
ようにしないといけない。高い意識で練習から
取り組んでいきたいです」
　3月6日、横浜FCは大分トリニータとのホーム
開幕戦を迎える。果たして、2021シーズンの横浜
FCはどんなチームに仕上がっているのか。
「新加入選手はJ1を長く経験してきた選手が多い
ですし、チームを一段上に引き上げてくれている
感覚があります。特に攻撃面ではFWの選手が
大きく変わっている。個人的には攻撃的MFでプレー
することが多いので、それぞれの選手の特徴を
活かすようなパスを出せたらと思っています」
　J1開幕戦は1-5で北海道コンサドーレ札幌に
大敗した。試合後には「やりたいことがハッキリ
せず、チーム内でバラバラだった。良いところを１つ
も出せず、自分自身も貢献できなくて本当に悔しい
ゲームだった」とコメント。厳しい言葉は、チームを
勝たせたいという強い気持ちの表れでもある。
「自分なりの8番をつくっていきたい」
　ハマの新たなバンディエラへ。強い決意と、特別な
数字を背負って、齋藤功佑が新たな一歩を踏み出す。

2021.3.6 sat
15:00 KICKOFF
VS. OITA TRINITA

齋藤 功佑

Kosuke SAITO
MF8

新8番となった生え抜きのテクニシャン
横浜FCの新たなバンディエラになるために
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CLUB STAFF TIMES

下平 隆宏
Takahiro SHIMOTAIRA
1971年12月18日生
青森県出身

監督

横浜FC選手一覧PLAYERS FILE

 1 GK 高木　駿
 2 DF 香川　勇気 
 3 DF 三竿　雄斗
 4 DF 坂　圭祐
 5 DF 福森　健太
 6 MF 小林　裕紀
 7 MF 松本　怜     
 8 MF 町田　也真人
 9 FW 髙澤　優也
 10 MF 野村　直輝
 11 MF 下田　北斗
 13 FW 伊佐　耕平
 15 DF 小出　悠太
 16 FW 渡邉　新太
 17 MF 井上　健太
 18 FW 藤本　一輝 

 19 DF 上夷　克典
 20 FW 長沢　駿
 22 GK ポープ ウィリアム
 23 MF 高山　薫
 24 GK 西川　幸之介
 25 MF 小林　成豪
 26 DF 黒﨑　隼人
 38 MF 高畑　奎汰
 40 MF 長谷川　雄志
 41 DF 刀根　亮輔
 43 MF 弓場　将輝
 44 GK 吉田　舜
 45 FW 宇津元　伸弥     
 49 DF 羽田　健人
 50 FW 屋敷　優成

大分トリニータ
［監督］片野坂 知宏

39
渡邉

44
六反

15
安永

24
高木

23
前嶋

3
袴田

5
田代

9
クレーべ

6
瀬古

13
小川

8
齋藤

スターティングメンバー予想

対戦チームメンバー一覧

2,090円(税込)

RECOMMEND GOODS

2戦2敗。昨シーズン、横浜FCは大分トリニータにホーム・
アウェイどちらも敗れている。アウェイでは0-1で、ホームで
は前半に2点をリードする「我々のゲーム」（下平隆宏監
督）だったが3点を奪われて逆転負けを喫した。大分トリ
ニータを率いて6年目の片野坂知宏監督は攻守ともに組織
的な“カタノサッカー”でJ3、J2、J1とカテゴリーを上げて
きた戦略家だ。GKからパスをつないでしっかり組み立てる
ことを基本にしながら、相手を細かく分析して戦い方やシス
テムを変化させるという点では下平監督との共通点も多い。
勝敗を分けるのはゴール前の質だろう。今シーズン、横浜

FCは前線の顔ぶれがガラリと入れ替わった。「みんなボール
を収められるし、決定力も高い」と齋藤功佑が言うように
新加入のクレーベ、渡邉千真、伊藤翔、ジャーメイン良はい
ずれも実績十分。54歳の誕生日を迎えた三浦知良も含め
たFWのポジション争いは激しいが、コンスタントにゴール
を決める“エース”が出てくることが、2シーズン連続での
目標となるトップ10入りを果たすためには重要になる。また、
開幕戦の北海道コンサドーレ札幌戦は立ち上がりの2失点
で全体のバランスが崩れてしまっただけに、集中力を持って
試合に入りたい。

TODAY’S POINT今日の見どころ

グッズ担当便りvol.１

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

大分トリニータ戦の試合会場でご購入いただいた方を対象に、ユニフォームな
どの横浜FCグッズがもらえるキャンペーンを開催いたします！10ヶ月分の料金
で12ヶ月分の視聴が可能です。なお、視聴料の一部がチームの強化費とし
て還元されます。皆さんの応援が選手たちの心強い後押しに！今シーズンも
DAZNで共に多くの勝利を分かち合いましょう！

ユニフォームなどがもらえる！ 2021DAZN年間視聴パス購入キャンペーン

※お支払い方法は「現金」また「クレジットカード決済(JCB不可)」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/

価格 19,250円（税込）

時間：12:00～ハーフタイム終了まで　場所：場外サポーターズブース

皆さんこんにちは！グッズコーナーでは、新商品情報やイチオシグッズの情報はもちろん、ほんの少しですが裏話などをお届けしていきます
ので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします！さて、今回は皆さんに覚えていただけるよう自己紹介をさせていただきます。

横浜 FCではスタジアムを、ホームゲームを、「横浜をもっと好きになる
場所」にしたいと考え、“ The Theater of Dreams　～夢の劇場～ ”
とスタジアムコンセプトを定めました。
どこかで聞いたことがあるフレーズだとサッカーに詳しい方だとピンと
来る方もいらっしゃると思いますが、この言葉は、プレミアリーグのマン
チェスターユナイテッドのホームスタジアムであるオールド・トラッフォー
ドの別名として語り継がれています。
諸説ありますが、オールド・トラッフォードは、数々の名勝負・名試合が
ここで行われてきたこと、多くの選手がピッチに立つことを夢見る舞台で
あることから、この別名で呼ばれています。
私たちが掲げる“ The Theater of Dreams　～夢の劇場～ ”は少し
ニュアンスが違い、選手だけでなく、ご来場されるお客様・試合を盛り上
げるため試合前後のイベントに出演される方・多くのお客様を迎え入れる
ために入念な準備をしていただくサポートスタッフの方々、ホームゲームにかかわる全ての人々が、それぞれの夢を実現したり、夢を託し応援
したり、夢を叶える誰かをサポートできる、そんな場所でありたいという意味が込められています。
ニッパツ三ツ沢球技場で行われるホームゲームを私たちの最高の商品にすべく、チームは最高のパフォーマンスを、クラブは最高の空間を
創り上げることに全力で取り組んで参ります。

代表取締役社長COO 上尾和大

アパレル関係、広告代理店を経てこのサッカー界にやってきました。この仕事に就いて今年で約15
年。（年齢は計算しないでください、笑）休みの日は、どんなグッズが人気なのか情報収集をしたり、コロ
ナ禍で今はなかなか外出できませんが、以前は買い物中に「あ！これグッズにしたいな！」と常に企画で
きそうなものを考えています。サッカー界は華やかなキラキラしたイメージを連想する方も多いと思いま
すが、グッズ担当の休日は残念ながらキラキラしていません（笑）2020シーズンに横浜FCのグッズ担
当として入社し、今シーズンで2年目。2021シーズンはたくさんのファンサポーターの方 と々交流をし
たいと思っています。「こんなグッズがほしい」「こんなグッズがあったらいいな」など、スタジアムで見か
けたときはぜひ声をかけてくださいね！皆さんに素敵なグッズをお届けできるようにたくさん企画していき
ますので、2021シーズンも横浜FCグッズを楽しみにしていてください！以上、グッズ担当櫻井でした！

■ ラインナップ：全32選手＋フリ丸
■ サイズ：W110cm×H20cm
■ 素材：綿100%

今節のイチオシは「2021ナンバータオルマフラー」

グッズ担当
ゴール裏グッズ売店

掲げたり、首に巻いたりと観戦スタイルに欠かせないアイテム！

名前：櫻井 加奈（さくらい かな）

出身地：東京都

趣味：食べること

好きな食べ物：甘いもの...特にチョコレート♡

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/12:30～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

当日MDPを
お買い上げいただいた方限定！

https://www.yokohamafc.com/lp/dazn/


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

挑戦のシーズンだった2020シーズン。目標のトップ10には届
かなかったが、得たものは大きかった。試合に勝つことはもち
ろん、新型コロナウイルスとの戦いで最後までクラブから陽
性者を出さずに終えたことは今後の大きな糧になるだろう。
４チームがJ2へ降格となる2021シーズン。クラブは大型補強
を行い、特に注目すべきポイントはFW陣だ。ストライカータイプ
のクレーベ、渡邉千真、伊藤翔、ジャーメイン良の4名の選手
が加入したことは、昨シーズンの課題でもあった得点力の改善
が大きく期待できる。
今シーズンも和歌山県と宮崎県でキャンプを実施したが、
コロナ禍でも実施することができたのは地元の方々の協力
のおかげである。改めてこの場を借りて感謝を伝えたい。
下平隆宏監督体制になり２回目のキャンプは攻撃の部分に
フォーカスして行われた。新加入選手が多いため、ポジション
争いが激しくなったのはチームにとって良い刺激だろう。
また、オフの日でも互いにコミュニケーションが取れている
ため良い雰囲気である。
昨シーズンの最終戦の横浜ダービー勝利から開幕まで怒涛
のように過ぎていったが、この期間の準備が長いシーズンを
最後まで戦えるかの重要な期間であったことは間違いない。
J1定着、そしてタイトルの獲得、目標を達成するためには、選
手・スタッフの力だけでは足りず、サポーターの熱い応援が
必要だ。今シーズンも厳しい応援制限がある中での観戦だが、
12月にはみんなで喜べるようクラブを愛する人全員が団結して
最後まで戦っていきたい。
今シーズンも応援、何卒よろしくお願いいたします。

（広報/亀井慶太）

J1第2節ホーム開幕戦に向けて

10年の時を経て これからも続けていくこと

「きれいな芝生でサッカーができて楽しかった」「サッカーがもっと上手くなりたい！」「教わったことをチームに
還元したい」「いつか横浜FCの試合に行きたい」
これらは、2011年から継続して10回目となった2020シーズンの「横浜FC 東日本大震災復興支援活動」に参加
いただいた皆さんからのメッセージです。
昨シーズンは新型コロナウイルスの影響を受け残念ながら選手の参加は叶いませんでしたが、横浜FCのOB
選手でもあるアカデミースタッフの重田征紀、要田勇一、田所諒の3名が福島の子どもたちとふれあい、サッカー
を楽しみました。
あの時は、まだ1歳か2歳・・・まだ生まれていなかったお子さんもいました。自然の力は大きすぎることもありま
すが、あの切ない風景から復興していく力は子供たちの夢や未来を支えるものとなっています。 
サッカーが大好きな子供たちがそこにいてその子供たちとボールを蹴ることが出来る場所があること。
子供たちがサッカーを心から楽しむ姿を見ることができてとても嬉しく思い、横浜FCができる復興支援活動と
して「風化させない。継続的な支援を」を合言葉に、今後も継続していきます。 
この活動にご協賛いただきました多くの法人企業の皆様、誠にありがとうございました。

■東日本大震災復興支援10年企画

おすすめラインナップ

●東日本大震災復興支援10年企画
映像制作協力/岩手朝日テレビ
時間/13:45～13:50
場所/スタジアム場内大型ビジョン

●岩手物産展 出店
スタジアム場内に岩手県の名産、
銘菓などを取り揃えた「岩手物産展」を出店いたします！
岩手県の名産品をぜひご賞味ください！
時間/12:30～キックオフまで
場所/ホームゴール裏15番ゲート前

いわて盛岡冷麺
(2人前) 400円

岩手南部せんべい無選別
（18枚入り）400円

ミニかもめの玉子
(6個入り) 580円

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

■ JリーグTEAM AS ONE募金
2011年の東日本大震災の発災を受け、それ以来、大きな災害が発生した際は全クラ
ブが「TEAM AS ONE」を掲げ、一斉募金などを行っています。
そこで、今シーズンも「チカラをひとつに」復興支援の取り組みとしてスタジアム内に募
金箱を設置いたします。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

場所/メイン3ゲート横「場内総合案内所」、ホームゴール裏15ゲート前「場内総合案内所」
時間/12：30～後半キックオフまで
※時間は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、選手の参加はございません。

支援先 東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨災害、北海道胆振東部地震、令和元年東日本台風、
令和2年7月豪雨など梅雨前線等による一連の災害

横浜FCでは、2011年の岩手・盛岡市で炊き出しと練習試合開
催、「Mind-1ニッポン復興支援マッチ」の開催、宮城県石巻市
への支援物資の運搬活動をはじめ、2012年以降も福島県を
中心とした被災地の継続的な訪問に取り組んできました。東
日本大震災の記憶を、改めて言葉にし、風化させないための
機会にしたいと考えています。10年という節目の年、過去の取
り組みを映像で振り返ります。

こちらをクリック

https://yokohamafc.com/kickoff/210306_oita

https://yokohamafc.com/kickoff/210306_oita



