
試合に出るために
横浜FCに来た

　30番がボールに触れるたびに、スタジアムは期
待感に包まれる。狭い隙間を通すパス、ダイナミック
なサイドチェンジ、美しい軌道を描くキック。2シーズ
ン目を迎えた手塚康平は、すっかり横浜FCの中心
選手となった。
　期限付き移籍で柏レイソルからやってきた。アカ
デミーから育ってきたクラブを離れる決断は簡単で
はなかったが、決め手となったのは試合への飢えと、
“シモさん”こと下平隆宏監督の存在だった。
「柏で出場機会が限られているなかでオファーをいた
だいて。監督がシモさんということもありましたし、自
分の中で新しいチャレンジをしたい気持ちや、環境
を変えてイチから試合に出たいと思い移籍しました」
　2017年にプロとして初めて試合に出たとき、当
時まだ20歳だった手塚をピッチに送り出したのが下
平監督だった。デビュー戦となったルヴァンカップの
清水エスパルス戦で25メートルの距離からダイレク
トボレーを決めると、開幕スタメンをつかみとった。
　リーグ戦で8連勝と快進撃を見せていた柏におい
て手塚は中心的存在だった。左足のキックは冴え
渡り、スーパーゴールも決めた。試練に襲われたの
は、何もかもがうまくいっていた、そんな時だった。右
膝前十字靭帯損傷、右膝外側半月板損傷――。
ピッチに戻ってくるまで実に8カ月を要する大怪我を

負ってしまった。
「すごく辛かったです。ただ、今となっては必要な経
験だったのかなと思います。サッカーができる喜びを
感じられるようになったし、怪我のおかげで体と向き
合うようになれたので」
　それでも、怪我を乗り越えてからの道のりは簡単
ではなかった。必死にアピールするものの、なかなか
出場のチャンスがめぐってこない。いつしか、手塚の
中に「何かを変えたい」という気持ちが芽生えてい
た。そんな時に飛び込んできたのが横浜FCからの
オファーだった。

自信を失わずに
ボールをつないでいく

　2020シーズンは新型コロナウィルスの影響に
よって異例の過密日程となったが、多くの試合で
ピッチに立った。出場数28試合、スタメン22試合、
プレータイム1983分はどちらもプロになってからの
キャリアハイとなる数字だ。
「前半戦は思ったようなプレーができませんでした
が、後半になるにつれて自分の良さを出せたし、チー
ムとしての完成度も高まってきたと思います」
　相手選手の間で受けるポジショニング、滑らかに
前を向くターン、左足から繰り出す長短のパス
……。J1にカテゴリーが上がっても、横浜FCが
堂 と々ボールを保持できたのは手塚という中盤のコ
ンダクターがいたことが大きい。

　2021シーズン、手塚の横浜FCへの完全移籍が
発表された。柏レイソルの選手から、横浜FCの選
手へ――。
「柏でずっと育ててもらったので、すごく感謝していま
す。でも、覚悟を決めてやろうと思って完全移籍しま
した。トップ10というチームの目標をなんとしても達
成できるように戦いたい」
　2シーズン連続で同じ目標を掲げていたチーム
だったが、開幕戦で北海道コンサドーレ札幌に1-5
で大敗すると、そこから先の見えないトンネルに迷い
込んでしまう。6試合を終えて未だに勝ち点は0。全
試合でピッチに立ったレフティはどのように現状をと
らえているのか。
「チーム全体が自信を失っているところはあるかもし
れません。簡単にロングボールを蹴ってしまったり、
パスコースに顔を出す回数が少なくなったり。昨シー
ズンから積み上げてきたボールを大事にするサッ
カーをやっていく必要があると思います」
　個人的にはゲームコントロールが課題だという。
前から行くのか、後ろに構えるのか、スピードを上げ
るのか、ゆっくりとつなぐのか。刻一刻と変わっていく
試合の状況を感じて、あらゆることをジャッジする。そ
うした役割がボランチには求められる。
「シモさんからも『ボランチがもっとゲームをコントロー
ルしてほしい』と言われています。僕も（瀬古）樹も
チームの中では若い方ですけど、チームを動かすと
いう自覚を持ってやっていきたい」

32試合残っている
前向きにやりたい

　結果がついてこなくても、諦めるつもりはない。試
合に出ている人間として、責任は感じているが、そこ
から逃げるつもりもない。
「正直言って苦しいです。勝ちたい気持ちはみんな
あるし、練習から声を掛け合っているけれども、結果
が出ない。でも、どんなに困難な状況でも、僕たち
だったら乗り越えられると信じています」
　古巣の柏が相手だが、感慨に浸っている暇はな
い。今は横浜FCの一員として、横浜FCの代表とし
て、勝ち点3をつかむために全力で戦う。
「ポジティブにとらえれば、まだ6試合が終わっただけ
で、残り32試合ある。そんなこと言っていたらあっと
いう間に終わってしまうと言われるかもしれないけど
も、前を向いていきたい」
　手塚は「先制点」が鍵になる。
「先制点を取られて、取り返そうとしてカウンターでや
られてしまうことが多いから。先制されると苦しくなる
ので、先制点をとれるか。先制点をとられても焦ら
ず、崩れないで、追加点を決められないように粘り強
くやっていくことが大事になる」
　手塚は信じている。このチームだったら乗り越えら
れると、信じている。ここから横浜FCは蘇る。クラブ
の永遠のシンボル、フェニックスのように。

2021.4.3 sat
17:00 KICKOFF
VS. KASHIWA REYSOL

手塚 康平

Kohei TEZUKA
MF30

どんなに困難な状況でも 僕たちなら乗り越えられる

MDP
MATCH DAY PROGRAM vol.03

発
行
　
株
式
会
社
横
浜
フ
リ
エ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
　
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃
町
5
4
9

－

2
三
宅
ビ
ル
5
階
　
　
編
集
　
東
洋
美
術
印
刷
株
式
会
社
・
横
浜
F
C
　
　
写
真
　
株
式
会
社
ス
タ
ジ
オ
ア
ウ
パ
　
　
　
　
本
誌
掲
載
記
事
、
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
等
の
無
断
転
写
、
複
写
、
転
載
、
ま
た
本
誌
の
転
売
、
選
手
サ
イ
ン
を
入
れ
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
出
展
等
は
固
く
禁
じ
ま
す
。

記事/北 健一郎（スポーツライター）

チ
ー
ム
を
動
か
す
と
い
う

自
覚
を
持
っ
て
や
っ
て
い
き
た
い



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

 3 DF 高橋　祐治
 4 DF 古賀　太陽
 6 DF 高橋　峻希
 7 MF 大谷　秀和
 8 MF ヒシャルジソン
 9 FW クリスティアーノ
10 MF 江坂　任
11 MF マテウス サヴィオ
13 DF 北爪　健吾
15 DF 染谷　悠太
16 GK 滝本　晴彦
17 GK キム スンギュ
18 FW 瀬川　祐輔
19 FW 呉屋　大翔
20 DF 三丸　拡
21 GK 佐々木　雅士
22 MF ドッジ
24 DF 川口　尚紀

25 DF 大南　拓磨
26 MF 椎橋　慧也
27 MF 三原　雅俊
28 MF 戸嶋　祥郎
29 MF アンジェロッティ
31 MF イッペイ シノヅカ
33 MF 仲間　隼斗
35 FW 細谷　真大
36 MF 山田　雄士
37 FW 鵜木　郁哉
38 DF 大嶽　拓馬
39 FW 神谷　優太
44 DF 上島　拓巳
46 GK 松本　健太
47 DF 田中　隼人
48 GK 近野　勝大
50 DF 山下　達也

柏レイソル
［監督］ネルシーニョ
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スターティングメンバー予想

対戦チームメンバー一覧

横浜FCが今シーズンここまで唯一の勝利を挙げた相手
が柏レイソルだ。ちょうど1カ月前となる3月3日、敵地に乗
り込んでのルヴァンカップ第1節で、51分に伊藤翔が
ゴールを決めて1-0で逃げ切った。柏は昨シーズンのJリー
グ得点王とMVPをダブル受賞したケニア代表FWオルン
ガが退団した影響は大きい。6試合で3得点は活動を休
止していたガンバ大阪を除けばリーグで最も少ない数字
だ。とはいえ、Jリーグ有数のパワーを誇るクリスティアー
ノ、日本代表デビューを飾った江坂任など強力なタレントを
調子に乗せれば失点する危険性は高い。古巣対決とな

る手塚康平は「どこが相手だとしてしても、全員で同じこと
を思い描いてプレーするのが大事になる」と語る。相手が
どんな出方をしてきたのか、先制点をどちらがとるかによっ
て、ゲームプランは変わってくる。これまで先制されて前が
かりになったところを突かれて失点することが多いだけに、
最後まで焦らずに粘り強く戦いたい。勝ち点0の横浜FC
と、勝ち点3の柏。お互いにスタートダッシュに失敗してし
まった中で、浮上のきっかけをつかむために勝ち点3が何
としてもほしいところ。J1残留のために絶対に負けられな
い試合になるだろう。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.3

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

「裏側のお話」
皆さん、年間でいくつくらいのグッズが企画されているかご存知ですか。
横浜FCでは昨シーズン約100アイテムほどが販売されましたが、企画したけれど販売に至らな
かったものや翌シーズンの仕込みなど、150～ 200アイテムを裏側で企画しています。
今回は「箸」についてお話ししましょう！（すみません、受付は終了しました）
ファン・サポーターの皆さんの毎日が横浜FCで溢れるよう、日常の生活でも使用できるグッズ
として企画した「箸」。
実は…最初のデザイン、サンプルではプリント位置が逆だったんです！（写真：上）
サンプルが届いたある日。
「いいね！いいね！（自画自賛）」と、いざ箸を持ってみると…「あれ？ロゴと選手名が逆さまになっ
ちゃう！」
…そうです！平面だけのデザインでは気付かなかったんですが、形になった「箸」を手に取ってみたら逆さまになってしまうことに気づいた
のです。今となっては幻の箸なのですが…（笑）
サンプルチェックは色、プリント位置やサイズなど製作前の最終チェックになるので、重要な工程なのです。
こうしてサンプルチェックをクリアできたものが販売できる商品になります。
逆さまの箸にならなくてよかった（ホッ）。
グッズをご購入いただいた皆さん！周りの方々に小ネタとして話してみてくださいね～！

（グッズ担当：櫻井加奈）

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/14:30～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 RIVERS×YOKOHAMA FC 
VACUUM FLASK STEM

RIVERS社製の横浜FCオリジナルボトルが新登場！
スタジアムでの試合観戦時はもちろん！職場、学校などでも普段使いしやすいデザ
イン。
ブラックと、クラブカラーのブルーの2色をご用意しました！
■ カラー：ブラック/ブルー
■ 限定販売数：ブラック限定80個/ブルー限定50個

こんにちは。クラブメンバー担当の高田です。
横浜FCホームゲームサポートの学生スタッフとし
て横浜FCに2シーズンほど携わり、ご縁あって入
社し、2年目を迎えました。
スタジアムで皆様にお会いできるなかでサポートス
タッフに少しでも目を向けていただき、お声がけい
ただけますと幸いです。お客様の何気ない「あり
がとう」や「お疲れさま」の一言は、スタッフがホス
ピタリティを考える原動力やきっかけになります（自
分自身もお客様からのお声がけで頑張ることでき
ました）。
さて、今シーズンの横浜FCクラブメンバーはより
多くの方にご加入いただき、クラブをサポートいただけるよう、特典の内容や発送
方法を変更させていただきました。
特にご継続いただいた皆様にお届けしておりますオリジナルサコッシュは、サイズ
や色などにこだわって製作しましたので試合会場でご利用いただけますとうれしい
です。缶バッヂなどを付けたりして、お好きなアレンジをお楽しみください！
今シーズンもともに戦い、ともに喜びを分かち合えるシーズンとなるように尽力して
まいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

（クラブメンバー担当：高田佳宣）
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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が再びライン
ナップ。3種類の「フリ丸印のパン」も登場！
限定数の販売ですので売り切れの場合はご容赦ください。
★フリ丸印の食パン　￥500（16本）
湯種と自家製のルヴァンを配合したもっちり食パン
★フリ丸印のコクとろ極みカレーおやき　￥300（70個）
LEOCキッチンでお馴染みのコクとろ極みカレーを包んだお
焼き風カレーパン

LEOCキッチン「こだわりの美味しいパン」が再び登場！ 時間：13:00～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

※パンの販売は14：00～です。

★フリ丸印のクルミアンパン　￥300（70個）
有機小豆の小倉餡にクルミを混ぜてつつんだお焼
き風アンパン

ローズマリーポテト ￥300
ショコラ・カンパーニュ ￥300
ナチューレザンハーフ ￥300

※価格は税込
今回も多彩なラインナップでお待ちしています。
ぜひ、ご賞味ください。

2021横浜FC
クラブメンバーの
詳細はこちらから

4,400円(税込)

こちらを
クリック

当日MDPを
お買い上げいただいた方限定！

https://www.yokohamafc.com/fan/clubmember2021/

https://www.yokohamafc.com/fan/clubmember2021/


https://yokohamafc.com/kickoff/202104031700kashiwahttps://youtu.be/48Pebphwim4

■ フリ丸vsシーパラシー太 炎のPK1本対決！
横浜・八景島シーパラダイスで開催された、横浜ブルーカーボン
「わかめの植え付けと収穫イベント」をお手伝いしたフリ丸を訪ね
て「横浜・八景島シーパラダイス」からマスコットキャラクター「シー
パラシー太くん」がご来場！
そこで！シーパラシー太くんがフリ丸とPK1本対決をします。
キッカーはシーパラシー太くん！ゴールキーパーのフリ丸に勝負を
挑みます！
●場所：場内ホームゴール裏タータン部分　●時間：ハーフタイム

■ 横浜FCホームゲーム献血応援キャンペーン 開催中
神奈川県赤十字血液センターとの協働による試合会場に設置されている献
血バスをご利用いただき、献血にご協力いただいた方先着40名様に「横浜
FC×赤十字 ホームゲーム献血応援キャンペーン けんけつちゃん＆フリ丸限
定オリジナルミニタオル」を進呈します。
同ブースでは「神奈川骨髄移植を考える会」と協働で骨髄バンクへのドナー
登録会も実施します。この機会にぜひ、皆様のご協力をお願いいたします。
★血液は長期保存や人工的に作ることができません。
★神奈川県内では1日に900人以上のご協力が必要です。
●受付時間/12:30～16：30まで　●場所/場外ホームゴール裏入場口付近

＜お願い＞
当日の体調不良、発熱等の症状がある方や、一定期間内に予防接種を
受けた方、輸血歴・臓器移植歴のある方、など献血いただく方や輸血を
受ける患者様の安全を守るため様々な基準がございますが、服薬中の
お薬の種類によっては、ご協力いただける場合がございますのでお気
軽に献血センターのスタッフにお問い合わせください。
■献血に関するお問い合わせ
神奈川県赤十字血液センター　献血推進課
電話：045-834-4619（平日9：00～17：00）
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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。

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

４試合ぶりのホームゲームを迎えるチー
ムは、リーグ戦開幕6連敗と厳しい状態
だ。何とかしてこの状態を変えようとチー
ムはもがきながら、日々練習している。
前回のホームセレッソ大阪戦では、春の
嵐によってキックオフ時間が２時間遅れ
になり、雨の中でも応援に来てくれたサ
ポーターのためにも負けられないと下平
隆宏監督の喝が試合前、選手に入った。
試合は新加入のジャーメイン良選手が移
籍後初ゴールを決め一時同点に追いつく
も、C大阪の底力を見せつけられ追加点
を与えてしまい敗戦。続くアウェイでの試
合も落とすなど、現状クラブとして色々な
ことを決断しなければならない事態だ。
まずはJ1に残留することを目標に死に物
狂いで闘っていく。勝ち点１でも積み上
げていく。闘士溢れるプレーを選手に期
待したい。

（広報/亀井慶太）

J1第7節柏レイソル戦に向けて

オフィシャルパートナー

「横浜FC応援米」が登場！
オフィシャルパートナーの株式会社ミツハシ様とのコラボレー
ション企画「横浜FC応援米」の販売が始まりました！
「横浜FC応援米」は神奈川県産のお米「はるみ」を100%使用し
ていて、売上の一部が横浜FCの強化費となります。
パッケージは横浜FCのイメージカラー雲の白、空の水色、海の
青をベースに、横浜のシンボル「ベイブリッジ」をプリントし、勝
利への架け橋をイメージしています。
「横浜FC応援米」を食べて応援していただけたらうれしいです。
●質量：2㎏
●価格：メーカー希望小売価格　1,280円（税込）
●販売店：
・ロピア（神奈川住所店舗のみ）他、
  神奈川県内のスーパーマーケットにて随時販売予定
・ミツハシライス楽天ショップ
  （https://www.rakuten.ne.jp/gold/3284rice/）
・その他ネットショップ（Amazon、ヨドバシカメラ）
※発売日は販売店によって異なる場合がございます。
※店舗によっては、お取扱いのない場合や売り切れで販売終了の場合がございます。

SPOT EVENT

Ｊリーグ選手会長をつとめる
横浜FC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。

メラメラと燃え上がる闘志！ぶっつけ本番1本
勝負！果たして勝負の結末は…！？

本日のイベント、グッズ、
グルメ、スタジアム席図

はこちら

今年で創立70周年を迎える横浜市に本社を構える米穀卸。
「美味しい生活、あなたと共に」という標語の元、精米だけでなく、
炊飯、冷凍米飯の製造・販売を行っています。

2006年度より横浜FCのオフィシャルパートナーとしてトップチームやユースチームへのお米の
供給を行い食事面から日々サポートを頂いています。
●横浜FC応援米に関するご質問/お問合せ先
株式会社ミツハシ　mail:mitsuhashi-contact@mitsuhashi-rice.co.jp

こちらの
動画も見てね！！

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

こちらを
クリックこちらを

クリック

https://youtu.be/48Pebphwim4
https://yokohamafc.com/kickoff/202104031700kashiwa
https://www.rakuten.ne.jp/gold/3284rice/

