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チーム全体 を
ひとつにする ために
プレー で表現 していきたい︒
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6

MF

瀬古 樹

Tatsuki SEKO

泥臭くても、
きれいじゃなくても 勝利のために全てを出し切る
鮮烈なデビューを飾った
ルーキーイヤー
2020年2月23日は瀬古樹のサッカー人生が変
わった日だった。

も出場することも珍しくなかった。
まさしくフル稼働で
1シーズン目を駆け抜けた。

パワーをもらえます。
まだまだ走るぞ、頑張るぞって」
ほとんどの試合に出場した1年目を経て、
プロ2

記事/北 健一郎（スポーツライター）

強豪チームになるために
ここを乗り越えていきたい

「自分の中では1年目はしがみついていくぐらいかな

シーズン目は中心選手としての自覚と責任が芽生

と思っていたのですが、
ほぼほぼ試合に出ることが

えている。チームを勝たせられる選手にならなければ

第6節の徳島ヴォルティス戦では右からのコー

できて、複数のポジションもやらせてもらったので」

いけない。そう思っているからこそ、開幕から勝ち点

ナーキックを袴田裕太郎の頭に合わせて同点ゴー

明治大学から加入したルーキーは、Jリーグ開幕

リーグ戦の出場数は34試合中33試合。本職で

戦でいきなり結果を出した。ヴィッセル神戸戦の前

あるボランチだけでなく、
チーム事情により右サイド

「自分の中では危機感しかないです。チームとして

「今シーズンはセットプレーのキッカーを任せてもらっ
ています。
（ 手塚）康平の左足が警戒されている状

がとれない状況はもどかしく、悔しい。

ルを演出した。

半24分、左サイドからのクロスを味方と相手が交錯

バックとして起用されたこともあった。ポジションが変

も、
このまま行ったら残留はできないし、
トップ10には

してこぼれたところを、正確なインサイドキックで蹴り

われば、見える景色も、求められるプレーも変わって

全く届かない。ただ、幸いにもまだ勝ち点差はそこま

況の中で、
自分があのようにアシストできれば大き

込んだ。

くる。そのことは瀬古にとって貴重な経験となった。

で離れていません。1つ、2つ勝ちを手にできれば状

い。何よりもセットプレーから1点をとれば試合の流

「ただ……」
と続ける。

況は一変すると思っています」

れが変わるので狙っていきたいです」

「あんなにきれいにこぼれてくるとは思わなかった。
GKやDFが横にズレるのが見えたので、
コースを狙
いに行くというより、枠に収めようと」
試合後に映像を振り返ると、感情を爆発させる自
分がそこにいた。
プロの世界に飛び込んで、初めて
のJ1のピッチ。開幕スタメンに選ばれてもなお、
「本
当に通用するのか」
という不安は拭えずにいた。だ
からこそ、結果を出せたのがうれしかった。

「試合に出ているだけでは満足ではありません。
ゴー

2020シーズンからコンビを組んでいる手塚康平

三菱養和でも、明治大学でも、常勝軍団にいた

ルにつながる仕事が少なかったのは課題です。
もっ

とのダブルボランチは、下平隆宏監督がチームの中

わけではない。むしろ、
チームとしては苦しい時期を

とチームに貢献できるようになりたい」

軸と位置付けている。だから、練習でも試合でも自

経験することが長かった。苦しみの先に、大きな喜

ニッパツの拍手は
パワーをもらえる

然と要求は高くなる。

びが待っていることを、瀬古は信じている。

瀬古は、
自らを
「あまり目立たない選手」
と評する。

「あそこは自分のサッカー人生でもターニングポイン

だが、
それは謙遜というものだろう。横浜FCのファ

トになったと思います。大学時代はそれほどゴールが

ン・サポーターであれば知っている。瀬古の献身的

多くなかったので、
自信になりました」
新型コロナウイルスの影響で、開幕戦を終えると

なチェイシングや、
ボールを失った後の切り替えの速
さが、
チームを何度も救ってきたことを。

「
（下平監督からの）
自分たちに対する期待は感じま

「自分たちは、今はまだJ1の中で強豪と呼べるチー

す。ストレートに課題を言われることもありますけど、

ムではありません。でも、
いつかは上り詰めていくた

そういう要求に応えていかないといけない」

めに、
こういうところを乗り越えていきたい。そうすれ

今の瀬古は、
もはや大卒ルーキーだった1年目と
は違う。

ば、新しい景 色が見えてくるはず。一日でも早く
サポーターのみなさんに安心してもらいたいですし、

「苦しいときに頑張るとか、前に出て行くとか、
チーム

次も応援したいと思われるような状況をつくっていき

全体を一つにするためにプレーで表現していきた

たい。泥臭くても、
きれいじゃなくても、勝つために全

い。2シーズン目ですし、若いとは思っていないので、

てを出し切ります」

リーグは4カ月以上も中断された。7月に再開してか

「今は声を出して応援することはできませんが、
その分、

らは、過密日程の中で3日に1試合のペースで試合

拍手がよく聞こえるんです。例えば、
僕がディフェンス

リーダーとしてやっていかないといけないという気持

をこなしていく。
リーグ戦とルヴァンカップのどちらに

で二度追いしたときに拍手をしてもらえるのは、
すごく

ちもあります」

PLAYERS FILE
監督

下平 隆宏

Takahiro SHIMOTAIRA

横浜FC選手一覧

1 GK

2 DF

3 DF

4 DF

5 DF

Issei OUCHI

MAGUINHO

Yutaro HAKAMATA

Hideto TAKAHASHI

Masakazu TASHIRO

大内 一生

マギーニョ

袴田 裕太郎

高橋 秀人

2000年9月8日生
184cm/79kg
イタリア出身

1992年1月6日生
175cm/68kg
ブラジル出身

6 MF

7 MF

8 MF

9 FW

10 MF

11 FW

Tatsuki SEKO

Takuya MATSUURA

Kosuke SAITO

KLÉBER

Shunsuke NAKAMURA

Kazuyoshi MIURA

1971年12月18日生
青森県出身

瀬古 樹

1997年12月22日生
175cm/69kg
東京都出身

13

FW

小川 慶治朗
Keijiro OGAWA

1992年7月14日生
170cm/67kg
兵庫県出身

松浦 拓弥

1988年12月21日生
167cm/64kg
静岡県出身

14

FW

ジャーメイン 良
Ryo GERMAIN

1995年4月19日生
182cm/75kg
神奈川県出身

19 DF

20 DF

Masahiko INOHA

CALVIN RAY JONG A PIN

伊野波 雅彦
1985年8月28日生
179cm/74kg
宮崎県出身

26 DF

齋藤 功佑

1990年5月2日生
187cm/83kg
ブラジル出身

15

16

MF

安永 玲央
Reo YASUNAGA

2000年11月19日生
177cm/72kg
東京都出身

1987年10月17日生
184cm/75kg
群馬県出身

クレーベ

1997年6月16日生
170cm/61kg
神奈川県出身

1988年6月26日生
182cm/72kg
東京都出身

中村 俊輔

1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

17

FW

伊藤 翔

18

DF

1988年7月11日生
173cm/71kg
神奈川県出身

Katsuya IWATAKE

Yota MAEJIMA

Yuya TAKAGI

28 GK

前嶋 洋太

1996年6月4日生
173cm/70kg
大分県出身

32 MF

韓 浩康

中塩 大貴

猿田 遥己

手塚 康平

杉本 竜士

古宿 理久

1993年9月18日生
186cm/80kg
京都府出身

1997年6月8日生
181cm/67kg
埼玉県出身

1999年4月23日生
191cm/83kg
東京都出身

1996年4月6日生
176cm/66kg
栃木県出身

1993年6月1日生
164cm/60kg
東京都出身

2001年4月18日生
178cm/69kg
神奈川県出身

HAN Hogang

37 MF

Daiki NAKASHIO

39 FW

Haruki SARUTA

渡邉 千真

六反 勇治

1997年7月23日生
170cm/65kg
埼玉県出身

1986年8月10日生
182cm/79kg
長崎県出身

1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

TODAY’S POINT

Kazuma WATANABE

Ryuji SUGIMOTO

Riku FURUYADO

44 GK

松尾 佑介
Yusuke MATSUO

Kohei TEZUKA

Yuji ROKUTAN

今日の見どころ

試合巧者 サンフレッチェ広島を表現するとき、真っ先に
思い浮かぶフレーズだ。高い位置からプレスをかけてくる
こともあれば、
ブロックを作って守りを固めることもできる。
パスワークで揺さぶってきたかと思えば、1本のパスからダ
イレクトにゴールに迫ってくる。対戦相手、時間帯、
スコア

あったが、逃げ切りモードになった広島を崩すのは簡単で
はなかった。ただし、
アウェイに乗り込んだ第27節では1-1
で引き分けている。前半10分にコーナーキックから先制し
た後、同点に追いつかれたものの、
チームとしての進歩を
感じる内容だった。
どの試合でも入り方は重要だが、試合

などに合わせて柔軟な戦い方ができるのは、2018シーズ
ンから就任した城福浩監督の戦術がチーム全体に浸透
しているからに他ならない。昨シーズンの対戦成績は1分
2敗。ルヴァンカップの第1節、
リーグ戦の第8節はどちら
も0-2の完敗だった。横浜FCがボールを支配する時間も

巧者の広島に先制されてしまうと、
ゴールをこじ開けるの
はかなり難しくなってしまう。先制されないこと、
そして先制
すること――。決して簡単ではないが、広島から勝ち点を
とるには、
この2つは必須条件となる。

こどもの日特別企画！
あなたの描いた似顔絵イラストがもうひとつの選手紹介映像に！
5月5日(水・祝)の湘南ベルマーレ戦はこどもの日！
横浜FCでは、当日のSNSなどのWEB版の選手紹介映像をみなさんの描いた似顔絵イラスト付きで配信
します。
応募用の似顔絵イラストの用紙は、柏レイソル戦に引き続きサンフ
レッチェ広島戦でも配布いたしますので、ぜひお受け取りいただ
き、
ご参加ください！
選手紹介映像に選ばれたイラストを描いた方には何かあるかも
…！？
当日のスタメンを予想して、似顔絵イラストを応募しよう！
■似顔絵イラスト選手紹介 配信日
5月5日(水・祝)JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第5節 VS. 湘南ベルマーレ
※SNSで配信する似顔絵イラストはお子様を中心に選定いたします
■配信場所
横浜FC公式Twitter、YouTube、LINE、Facebook
■募集方法
4月7日(水)サンフレッチェ広島戦
「場内総合案内所」
で似顔絵イラスト応募用紙をお受け取りください。
メイン、バックスタンド
▼応募用紙は下記URLからもダウンロードが可能です。
https://www.yokohamafc.com/2021/03/31/0505illustkids/
■似顔絵イラストご提出日
4月17日(土) VS.ベガルタ仙台
メイン、バックスタンド
「場内総合案内所」
にお持ちください。
■その他
・応募いただいた似顔絵イラストは返却できませんので、予めご了承ください。
また、5月5日の湘南戦試合当日、
スペースの許す範囲でスタジアム内に展示させていただきます。
・大人の方もご参加いただけます。
◇本記事に関するお問い合わせ
試合当日、
メイン、バックスタンド
「場内総合案内所」
へお越しください。
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田代

44

岩武

六反

��位 [ �勝 �分�敗 ]

対戦チームメンバー一覧

サンフレッチェ広島

［監督］
城福 浩

1998年5月23日生
175cm/70kg
神奈川出身

31 MF

5

※����年��月��日時点

高木 友也

1997年8月12日生
178cm/67kg
神奈川県出身

30 MF

韓

13

小川

手塚

26

袴田

1979年9月30日生
185cm/78kg
神奈川県出身

Akinori ICHIKAWA

岩武 克弥

3

Yuta MINAMI

24 DF

1998年10月19日生
190cm/86kg
神奈川県出身

30

明治安田生命 J�リーグ ����シーズン 戦績

23 DF

市川 暉記

15

GK

22 DF

1986年7月18日生
183cm/78kg
オランダ出身

渡邉

南 雄太

Eijiro TAKEDA

1988年7月24日生
184cm/76kg
愛知県出身

松尾

39

齋藤

1967年2月26日生
177cm/72kg
静岡県出身

武田 英二郎

Sho ITO

8

37

安永

三浦 知良

21 GK

カルフィン ヨン ア ピン

27 DF

1996年6月24日生
183cm/75kg
静岡県出身

スターティングメンバー予想

田代 真一

1 GK 林

22 GK 川浪

卓人

吾郎

2 DF 野上

結貴

23 FW 鮎川 峻

3 DF 井林

章

24 MF 東

4 DF 荒木

隼人

25 MF 茶島

雄介

6 MF 青山

敏弘

26 MF 土肥

航大

8 MF 川辺

駿

27 MF ハイネル

俊希

29 MF 浅野

雄也

10 MF 森島

司

30 MF 柴﨑

晃誠

13 GK 増田

卓也

33 DF 今津

佑太

9 FW ドウグラス ヴィエイラ

14 MF エゼキエウ

37 FW ジュニオール サントス

15 MF 藤井

智也

38 GK 大迫

敬介

16 MF 清水

航平

41 MF 長沼

洋一

18 MF 柏

好文

19 DF 佐々木
20 FW 永井

翔

44 MF 仙波

大志

50 FW 満田

誠

龍

SPOT EVENT

■ 選手の勝負曲

日常には勝負〇〇なるものがいつも寄り添っています。勝負メシ、勝負服、勝負カラー…そして勝負曲！そうで
す！
「ここぞ！」
というときや勝負所で聴きたい曲が「勝負曲」。大切な仕事、
イベントの前は、お気に入りの「勝負
曲」
を聴いて気持ちを高める！という方も多いはず。
そんな勝負曲も、
アップテンポな曲を聴いて闘争心を高め
たり、落ち着いた曲を聴いて集中力を高めたり、
リラックスしたりと趣向は様々。選手たちもご多分に漏れず、
試合前に聴く勝負曲があり集中力を高め勝負のリズムをつくり戦いへと挑んでいきます。サンフレッチェ広島
戦で勝負曲を紹介するのはNo.27中塩大貴選手です！選手たちが試合前に聴く勝負曲をご紹介するとともに、
ヒノトリの2人がその選手を深掘ります！ お楽しみに！
●時間：選手スタジアム到着後〜15分(選手動画1分+曲3曲+選手紹介5分程度)
●場所：スタジアム場内

■ フードイベント
「敵地メニューを食べつくせ」

試合前に敵地のご当地メニューを喰らいつくそう！
広島と言えば「広島風お好み焼き」
（まあ、
もみじまんじゅうもありますが…）
生地をのばして薄く焼き、
その上にキャベツの千切りや具材、卵、
そば（焼きそばみたいなそば）
などを重ねて焼く
「重ね焼き」
が広島風です。
サポーターの皆様には既に定着しているであろう文化「試合前に敵地メニューを食す」に
フォーカスしたフードイベント
「敵地メニューを食べつくせ」
ですが今回はもちろん、広島風のお
好み焼き
「肉玉そば広島風」
です！キャベツたっぷりの広島のお好み焼き。
そばは広島から直送
の茹で麺を使用。ぜひ、
ご賞味あれ！
鉄板焼きTOMO TOMOの
「肉玉そば広島風」
●価格：1,200円
（税込） ※ハーフサイズは600円
（税込）
●場所：平沼記念像付近 ●時間：15:00〜ハーフタイム
▼イベント情報の詳細はこちら
https://yokohamafc.com/kickoff/202104071900/

チームの勝利を願って「WINNINGガラポン」を開催！
思いはひとつ！
！
チームの勝利を願って
「WINNINGガラポン」
を開催！
豪華賞品をラインナップ。

＜WINNINGガラポン＞
■出店場所：ゴール裏

東サイドスタンド側

16番ゲート付近
「WINNINGガラポンブース」

「WINNINGガラポン」に挑戦して ■価格：500円
（税込）
／1回
お宝グッズをGETしてくださいね！

1等

選手サイン入り 2020着用2ndユニフォーム
（カルフィンヨンアピン選手）

2等
2017選手着用ピステ

特賞
選手サイン入り着用スパイク
（武田英二郎選手）

3等
TSUBASA ツバサ レプリカミニボール

4等

横浜FCグッズ

RECORD THE BLUE

J1第8節サンフレッチェ広島戦に向けて
横浜FC ASSIST CORPORATION
−アシストコーポレーション−
横浜FCは市民（みんな）の為の市民（みんな）のクラブを目指し、横浜にとって欠かすことのできない「楽し
み、心のより所、
プライド、街のシンボル、大切な産業」
として多くの人々に認められる存在になることを目標
に、
日々活動しています。
また、国連が掲げた目標であるSDGs「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」に沿っ
た社会貢献活動を、横浜FCとして定め、
活動を展開しています。

リーグ戦開幕6連敗で迎えた柏レイソルとの一戦。互
いにリーグ戦では勝ち星が積めず、勝利が欲しい試

−100年続くクラブへの挑戦−

合となった。勝ち点を粘り強く積み上げていくことを

横浜という地域社会にとって欠かすことのできない、
「楽しみ」
「心の拠り所」
「プライド」
「街のシンボル」
「大
切な産業」
を提供し続ける存在になり、地域に寄り添い、地域の声に耳を傾け、地域が抱える課題解決をク
ラブ独自でまたは、
官民連携・企業との連携で様々な形で取り組みます。

チーム全体で意識し、日々の練習を行った。昨シーズ
ン、ブラウブリッツ秋田のJ２昇格の立役者でもあっ

−横浜をもっと好きになる場所−

た韓浩康がルヴァンカップ湘南ベルマーレ戦で良い

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〜”をスタジアムコンセプトに、
活動の柱として
「横浜をもっと好きになる場所。
」
を掲げています。
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。

パフォーマンスを 発 揮し前 節 、柏 戦 でリーグ 戦 デ
ビューを飾った。持ち前の闘士溢れるプレーで体を張
り、柏の攻撃を防いだ。ビルドアップの部分でも敵の
プレッシャーに臆することなく随所に効果的なパスを

アシストコーポレーションは、皆さまの地域貢献活動として、福利厚生やプロモーションとしてご活用いた
だくことを目的とするカテゴリーです。
横浜FCの活動を“アシスト”していただきながら、共に地域を盛り上げていただくための「横浜FC ASSIST
CORPORATION −アシストコーポレーション−」
にご協力お願いいたします。

入れていた。試合に勝てなかったことに本人は悔し
がっていたが、彼の台頭はチームにとって間違いなく
プラスになる。
サンフレッチェ広島は昨シーズン勝利することができ
なかったチームだ。リベンジすると同時に次は大きな
前進をしたい。

カテゴリー

プラチナ

ゴールド

シルバー

ブロンズ

価格（税抜き）

30万円

20万円

10万円

3万円

オリジナルペナント

（広報/亀井慶太）

マスコットキャラクター「フリ丸」の使用権
パートナーステートメント使用権
ポスター進呈
イヤーブック進呈
団体観戦権利（3試合）※ 1試合最大10名様まで
団体観戦権利（1試合）※ 1試合最大10名様まで
※
二名様の観戦権利（1試合）

オリジナルボード記載（ロゴ）
オリジナルボード記載（文字）
ウェブサイト掲載（ロゴ）
ウェブサイト掲載（文字）
※お席は全てメインスタンド上段になります。

特典一覧
各カテゴリー共通特典

01 オリジナルペナント
02 マスコットキャラクター「フリ丸」の使用権
03 パートナーステートメント使用権
「〇〇は、横浜FCを応援しています！」

＊使用の際は申請が必要です。
（HP及び名刺への掲載は申請の必要はありません）

04 ポスター進呈
05 イヤーブック進呈

▲ポスター

オリジナルボードの設置

公式サイトへの貴社名等掲出

スタジアムコンコースでの貴社名等掲出

06 指定ロゴ
07 文字のみ

▲イヤーブック

WEBサイト

08 指定ロゴ
▲掲出ボード（イメージ）

09 文字のみ

［お問合せ先］
横浜FCパートナーセールスグループ
e-mail: partner@yokohamafc.com TEL：045-443-6592

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

2021
2021
横浜FC
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
高橋秀人
MS神奈川静岡株式会社
株式会社二プラ
セブンイレブン横浜市沢町店
株式会社テレテック
有限会社正木建築研究所
アドバンスドプランニング株式会社
HOLUDONA株式会社
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
株式会社協立電気商会

Ｊリーグ選手会長をつとめる
横 浜 F Cの高 橋 秀 人 選 手
も、子どもたちのために何か
したいという気持ちから
「あし
ながドリーム基金」
に共感し、
賛同しています。横浜FCで
は引き続き、
「あしながドリー
ム基金」
を通じた取り組みを
進めて参ります。

