
初勝利を引き寄せた“マリーシア”

　実に、したたかなゴールだった。1-0で迎えた65
分、横浜FC陣内の右サイドでクレーベがファウルを
受けた。一瞬ではあるが、試合が止まった。
「レオが動き出しをよく見てくれていた」
　横浜FCの7番、松浦拓弥はGKが高い位置にい
るのが見えていた。このタイミングでパスをもらえれ
ば、がら空きのゴールにシュートできる。安永怜央か
らボールを呼び込むと、ダイレクトでゴールに流し込
んだ。
「相手が油断していれば狙っていく。相手が嫌なこ
とを繰り返していく。相手のラインが高かったので、ど
こかでチャンスがあるんじゃないかと思っていました」
　前半にも同じような場面があったが、相手に警戒
されていてゴールにはならなかった。しかし、どこかで
チャンスが来ることを信じていた。
　ポルトガル語で「マリーシア」という言葉がある。
32歳になったベテランMFが見せた、ずる賢さ。松
浦の1プレーで湘南ベルマーレを突き放した横浜
FCは、14試合目にして待望のリーグ戦初勝利を手
にした。
「カップ戦では勝ったことはありましたが、リーグ戦で
勝つのは本当に良いなと。もちろん、勝った瞬間は
うれしかったです。ただ、まだ最下位であることには
変わりはないので」
　松浦が一喜一憂することはない。今はまだようや

く1勝目を挙げただけ。クラブとしての目標はまだまだ
先にある。

アビスパ福岡での1年が
あったから……
　2019年に横浜FCにやってきた松浦は、プロキャ
リアの多くをジュビロ磐田で過ごしてきた。浜名高校
から2007年にプロ入りし、2シーズン目にはJ1・J2
入れ替え戦でホーム＆アウェイの2試合で3ゴールを
挙げる大活躍でJ1残留の救世主となった。
　そんな松浦が初めて磐田以外のユニフォームを
着たのが2011年。移籍先は、J1に昇格したアビス
パ福岡だった。衝撃的な活躍を見せながら、磐田で
は10試合程度の出場にとどまっていた松浦は試合
に飢えていた。
　32試合3得点。福岡での武者修行は松浦にとっ
て殻を破るきっかけになった。1年間の期限付き移
籍を終えて磐田に復帰した2012年以降はコンスタ
ントに試合出場を重ね、チームを引っ張る存在に
なった。
「J1でシーズンを通して試合に出られたことで自信を
つけさせてもらった。あの1年があったから今の自分
があると胸を張って言える。個人的には感謝しかな
いんです」
　そんな福岡とJ1の舞台で再び戦えるのは、松浦
にとって喜びだという。もっとも、ここまでの横浜FC
と福岡は対照的とも言えるシーズンを過ごしている。

福岡は第14節のベガルタ仙台戦でクラブJ1初の
5連勝を飾った。強豪クラブの中にあって上位をう
かがえる位置につけている。
「すごく勢いがありますし、チームとしてやることが
はっきりしているなというイメージです」
　福岡のように勢いがある相手と戦うときに必要な
ものは何か。松浦から出てきたのは、サッカーの原点
とも言えるものだった。
「自分たちがアグレッシブにやっていくことが重要に
なってくる。まずは目の前の敵に負けない。そこで11
人が上回れるか。相手より走る、相手より戦う。それ
しかないと思っています」

勝った後の試合が大事になる
　怪我でピッチから離れていたとき、スタンドあるい
はDAZNで試合を見ていて気になっていたことが
あったという。
「ゴール前からつなぐのは昨シーズンからやろうとし
ていたんですが、ボールをとられて失点することが多
くて、弱気になってしまっていた」
　自分がピッチに立ったらどうするか̶̶頭の中で
イメージを膨らませた。
「上から見ていてもサポートが少なくて前と後ろが連
動していなかった。自分が試合に出たら、積極的に
サポートできればいいなと」
　早川知伸監督の就任後、最初の試合となった第

9節のサガン鳥栖戦で今季初先発。早川監督が高
い技術と豊富な経験を誇る松浦に期待しているこ
とがうかがえた。
「自分の一番の特徴は相手の間で受けて前を向く
こと。良いところに顔を出して、パスを引き出そうと
思っています」
　クレーベとともに2トップで起用されたときは、長身
ストライカーのクレーベを最前線に、ちょっと下がっ
た位置で松浦がサポートする。チームから求められる
役割を、しっかりと実行できるのはベテランならでは
だ。
「サッカーは相手があるスポーツ。こっちが狙ってい
ることがハマらないこともある。だからこそ相手を見
ながら柔軟にやっていくことが重要になる」
　湘南戦では2-0となった後の71分にDFの袴田
裕太郎が入った。残り20分間、5バックにしてリード
を守り切る。早川監督からのメッセージをピッチの選
手たちが受け取って、意思統一できたことが勝利に
つながった。
　松浦は言う。
「勝った試合の次の試合を勝てるか。1回勝っただ
けで満足してはいけない。リーグ戦はあと2/3しかな
い。どんな状況でも結果にこだわってやっていき
たい」
　苦しみ抜いた先につかんだ勝ち点3を活かせるか
どうか。それは、ここからの戦いにかかっている。

2021.5.26 wed
19:00 KICKOFF
VS. AVISPA FUKUOKA

松浦 拓弥

Takuya MATSUURA
MF7

目の前の相手に負けない 11人全員が上回れるか
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■武岡優斗氏に感謝のメッセージを届けよう！
2010～13シーズンの4年間、横浜FCを支え、2020シーズンをもっ
て引退した武岡優斗氏が6月2日(水)川崎フロンターレ戦に来場し
ます！横浜FCサポーターの皆様より武岡優斗氏への感謝のメッ
セージを大募集！
5月26日(水)アビスパ福岡戦、6月2日(水)川崎フロンターレ戦の
試合会場において特設ブースにフラッグをご用意いたしますの
で、思い思いのメッセージを書き込んでください！フラッグはクラ
ブからお渡しいたします。
●時間：開門～後半キックオフまで
●場所：ホームゴール裏コンコース15番ゲート付近

SPOT EVENT

早川 知伸
Tomonobu HAYAKAWA
1977年7月11日生
静岡県出身

監督

横浜FC選手一覧PLAYERS FILE

 2 DF 湯澤　聖人
 3 DF エミル サロモンソン
 4 DF カルロス グティエレス
 5 DF 宮　大樹
 6 MF 前　寛之
 7 MF 重廣　卓也
 8 MF 杉本　太郎
 9 FW フアンマ デルガド
10 FW 城後　寿
11 FW 山岸　祐也
13 DF 志知　孝明
14 MF ジョルディ クルークス
15 MF カウエ
16 FW 石津　大介
17 FW 渡　大生
19 MF 田邉　草民

20 DF 三國 ケネディエブス
21 GK 山ノ井　拓己
22 DF 輪湖　直樹
23 GK 杉山　力裕
24 DF 桑原　海人
25 MF 北島　祐二
26 DF 井上　聖也
27 FW ブルーノ メンデス
29 MF 吉岡　雅和
30 FW ジョン マリ
31 GK 村上　昌謙
33 DF ドウグラス グローリ
37 MF 金森　健志
39 DF 奈良　竜樹
41 GK 永石　拓海
44 DF 森山　公弥

アビスパ福岡
［監督］長谷部 茂利
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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

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
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RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.7

■全選手対応！ユニフォームベアアイテム、プレーヤーズフェイスタオル受注販売開始！
大人気のベアアイテムが新しく生まれ変わって新登場。また、フェイスタオルも同時発売いた
します。どちらも全選手対応となりますので、ぜひお気に入りの選手をゲットしてくださいね！
（複数購入大歓迎です、笑）
＜受注販売期間＞　5月29日（土）12：00～6月6日（日）23：59
＜販売場所＞　公式オンラインショップ

第14節の湘南ベルマーレ戦で待望の初勝利を
飾った横浜FC。「右サイドバックの前嶋洋太が5
分に先制したことで優位に試合を進め、後半に
松浦拓弥がクイックリスタートから追加点。後半
には5バックにして守りを固めて逃げ切った。松
浦が「勝った次の試合が大事になる」と気持ちを
切り替えたように、ここから勢いに乗って巻き返
していかなければならない。アビスパ福岡はこ
こまでJ1の台風の目といえる存在になっている。
第14節のベガルタ仙台戦ではアディショナルタ
イムに決勝点を奪って、J1で初となる5連勝を達
成した。長谷部茂利監督が強調するのは苦しい

ときでもチームのために走り抜くこと。下馬評を
覆しての快進撃は、チーム全体がコンセプトに
沿ってプレーできていることが大きい。攻撃面で
変化をつけるのは左サイドを主戦場とする金森
健志。テクニックとスピードを併せ持ち、ドリブ
ルで切れ込んでくる“福岡のネイマール”を止め
ることが勝利の条件となる。前線には得点感覚
に優れるブルーノ メンデス、驚異的な身体能力
のジョンマリ、ポストプレーが得意なフアンマ 
デルガド、仙台戦でゴールを決めた渡 大生と多
士済済。一瞬も気が抜けない戦いになることは
間違いない。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

CLUB STAFF TIMES
■2021横浜FCスタータークラブ会員募集中！
スタータークラブはお客様に来場回数を重ねていただき、より横浜FCを好きになっていただき、
将来的に「クラブメンバー」にご入会する方が増えていくことを目的としております。
スタータークラブの特典は年会費3,000円(税込)で招待券、半額券が各1枚ご利用いただけます。
また、3回来場まで来場するたびにもらえるグッズを手に入れて横浜FCを応援してください！
https://www.yokohamafc.com/2020/12/15/2021staterclub/

●商品名：
　プレーヤーズフェイスタオル
●価格：2,200円（税込）
●種類：全33種類
（特別指定および2種登録選手を
除く32選手＋フリ丸）

●商品名：ユニフォームベアキーチェーン
●価格：2,640円（税込）
●種類：全33種類（特別指定および2種登録選手を除く32選手＋フリ丸）
●商品名：ユニフォームベアぬいぐるみ
●価格：4,840円（税込）
●種類：全33種類（特別指定および2種登録選手を除く32選手＋フリ丸）

2021横浜 FCスタータークラブ募集中！

YOKOHAMA FC
STARTER CLUB

2021

スタジアム
もらえるグッズ
に来るたび

来場特典
１回目来場

2回目来場
3回目来場

缶バッチなどの小物
タオルマフラー

ユニフォーム

入会すると・・・。

招待券１枚
半額券1枚
使えてお得！

が

3,000年会費 円(税込)で

チケット先行購入ができる！！
さらに

…。

山路を登りながら

https://www.yokohamafc.com/2020/12/15/2021staterclub/


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
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
パナックスジャパン株式会社
ALEGRIA
株式会社ジェイクスフィールド
株式会社グリフィン・パートナーズ
原貿易株式会社
株式会社デック
エース株式会社
保土ケ谷区スポーツ協会
北海ラーメン蝦夷
Izakayaさがみ
株式会社オンザウェイ
株式会社栗原工務店

第14節の湘南ベルマーレ戦で今シーズンの
リーグ初勝利を挙げたチームの次なる相手は、
王者川崎フロンターレだった。早川知伸監督は
試合前、チャレンジャーの立場になるが、全員が
ハードワークして戦うことが重要だと選手に伝
えた。前半、チームが後ろに下がっているのを見
逃さなかった川崎に２得点を奪われリードされ
る。早川監督はハーフタイムに「相手をリスペク
トしすぎだ。もっと前からプレスかけて相手より
も走って、チーム全員で戦わないと勝てない」
と選手たちを鼓舞した。チームは後半開始か
ら、球際で相手に負けないよう気迫あるプレー
を見せ、クレーベのゴールで１点を返す。その後
も相手のゴールに迫るが1-3で試合終了。王者
の力を見せつけられるも、後半のプレーを今後
の試合でも続けることが重要だとチーム内で確
認することができた。
次なる相手は、好調のアビスパ福岡だ。勢いの
ある外国籍選手を筆頭にチームがまとまり攻撃
力が高いチームだが、それを上回るプレーを期
待したい。

（広報/亀井慶太）

J1第16節アビスパ福岡戦に向けて

選手がより良いプレーを発揮できるよう、横浜FCをサポートしている株式会
社爽健グローバル「笑顔道整骨院グループ」のマッチデーを開催。

選手のトレーニングとコンディショニング（治療）を行うトレーナーを派遣し、
常により良いコンディションを保てるよう支援していただいています。

公式戦ウェアの背中のロゴにぜひご注目ください。

笑顔道整骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで、健康で安全・
安心な生活をサポートする整骨院グループとして、高い技術力を強みとし、
人々の健康管理から、様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他に、アス
リート支援、スポーツ支援を積極的に行っています。

↓笑顔道オフィシャルサイトはこちらから
https://egaodo-souken.com/

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。

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

↑江端真吾トレーナー

https://egaodo-souken.com/



