
何かが足りなかった

　リーグ戦4試合、カップ戦9試合、天皇杯2試合。
　2015年から2017年まで、湘南ベルマーレに在
籍した3年間での武田英二郎の出場試合数だ。本
人も認めるように「ほとんど試合に出られなかった」。
ただ、それでも武田は言う。「湘南にいたからこそ今
の自分があると思っています」。
　2011年に青山学院大学から横浜F・マリノスに
加入した。アカデミー時代を過ごしたクラブで踏み
出した念願のプロ生活は、しかし、思うようにはいか
なかった。1年目はカップ戦1試合に出たのみで、
リーグ戦の出場数は0試合。2年目以降はジェフユ
ナイテッド千葉、ガイナーレ鳥取、アビスパ福岡とJ2
クラブへの移籍を繰り返した。
　武田の最大の武器は左足のキックだ。サイドを駆
け上がってからの多彩なクロス、前線へのロング
フィードなどから大学No.1サイドバックの名前をほし
いままにしていた。ただ、プロとして戦う中で自分に
物足りなさを感じるようになったという。
「左足のキックには自信がありますが、プロには僕と
同じような特徴を持った選手は他にもいる。何かプ
ラスアルファがないと、プロでやっていくのは厳しくな
ると思っていたんです」
　そんな武田にとって転機となったのが2015年の

湘南への完全移籍だった。前年度、曺貴裁監督が
率いる湘南は“湘南スタイル”とも言われる運動量を
全面に出したアグレッシブなサッカーで、J2を圧倒
的な強さで優勝して J1昇格を果たした。そんな湘南
からオファーを受けてJ1の舞台に挑戦することに
なった。
「湘南では主にボランチだったんですが、チームから
求められるのは戦うとか、走るといったところ。そこが
基準に達していなかったから、なかなか試合に出ら
れなかったのかなと思います」

湘南の3年間で増えた武器

　湘南では3シーズン目が終わった後に契約満了と
なった。武田はその時点で30歳目前。3年間ほとんど
試合に出ていない、ベテランの域に入りつつある選
手となれば移籍先探しが難航する可能性は高い。
「チームが簡単に見つからないのもわかっていまし
た。その中で横浜FCに拾ってもらえたのは運があっ
た。試合に出られていなかった分、サッカーがやれる
場所があることがうれしかった」
　横浜FCの練習に合流すると、武田はあることに
気づいた。球際での激しさや、切り替えの速さといっ
た、かつての自分の課題でもあったところが、むしろ
ストロングポイントになっていたのだ。

「湘南で3年間、強度の高い練習をしてきたことで、
自分に新たな武器が増えたんだと思います。だから、
湘南には本当に感謝しているんです」
　横浜FCでは1シーズン目はリーグ戦32試合に出
場、2シーズン目も25試合に出場した。J2で3位に
なった翌年は2位になってJ1昇格を果たした。武田
は左サイドバック、あるいはボランチでチームの勝利
に大きく貢献した。
　2020シーズンは怪我の影響もあって7試合の
出場にとどまった。古巣の湘南戦では2試合とも
ピッチに立っていない。だから、武田は横浜FCの
選手として初めてJ1で湘南と戦える試合を楽しみ
にしている。
「公式戦で対戦するのは初めてなので、自分がこの
3年間でやってきたことを見せたい。何よりも、今の
僕らには勝利が必要です。自分が球際の勝負で勝
つことでチームを引っ張っていきたい」

FWに良いパスを出したい

　開幕から13試合で勝ち星がない。多くの選手が
これまでのサッカー人生で最も勝てない、苦しい時
期を過ごしている。このトンネルを脱出するためには
何が必要なのか。
「苦しい状況であるのは間違いありません。自分たち

が変わらないと誰も助けてくれない。変わらなきゃ、こ
のままズルズル行ってしまう。一人一人が意識を変
えていく必要がある」
　開幕当初は勝てないことでチームの雰囲気がど
んよりすることも正直あったという。ただ、早川知伸
新監督の下でチームは一体感を持って次の試合に
向かっている。
「よくなっている感覚はありますし、まだまだ良くなっ
ていくはず。ただ、プロなので結果で示さないと評価
なんてしてもらえません。どんな形でもよいから、まず
は1勝したい」
　左サイドバックの武田に求められるのは、湘南で
鍛えられた球際での激しい守備に加えて、最大の
武器である左足から繰り出されるキックによってゴー
ルを生み出すこと。今の横浜FCのアタッカー陣は
パスの出し手からすると「すごくやりやすい選手ばか
り」だという。
「FWのタイプによって、どんなボールが欲しいかは
変わってくるんです。クレーベだったら空中戦での競
り合いに強いし、（伊藤）翔だったらスペースに出て
いくのがうまいし、（渡邉）千真は狭い場所でも受け
られる。アシストとか目に見える結果を出したい」
　自らのサッカー選手としての幅を広げてくれた湘
南への感謝の気持ちを胸に抱きながら、武田は横
浜FCの一員として勝ち点3を泥臭くつかみに行く。

2021.5.15 sat
17:00 KICKOFF
VS. SHONAN BELLMARE

武田 英二郎

Eijiro TAKEDA
DF17

湘南にいたから今の自分はある 特別な想いを持って戦いたい
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■「6日遅れの母の日フォトスポット」登場！
5月9日は母の日！選手たちがカー
ネーションを持ったスペシャルな
フォトスポットが登場！
●場所：14番ゲート内特設ブース
●時間：開門～後半キックオフまで
選手パネルは瀬古樹、手塚康平、
三浦知良、松尾佑介、クレーベの5
選手です。

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

 1 GK 谷　晃生
 3 DF 石原　広教
 4 DF 舘　幸希
 5 MF 古林　将太
 6 DF 岡本　拓也
 7 MF 梅崎　司
 8 DF 大野　和成
 9 FW ウェリントン
10 MF 山田　直輝
11 FW タリク
13 FW 石原　直樹
14 MF 茨田　陽生
16 DF 山本　脩斗
17 FW 大橋　祐紀
18 MF 平松　昇
19 DF 毛利　駿也
20 MF 名古　新太郎
21 GK 堀田　大暉
22 DF 大岩　一貴

23 GK 富居　大樹
25 MF 中村　駿
26 DF 畑　大雅
27 FW 池田　昌生
28 MF 平岡　大陽
29 MF 三幸　秀稔
30 MF 柴田　壮介
31 GK 立川　小太郎
32 MF 田中　聡
33 FW 町野　修斗
34 DF 蓑田　広大
35 MF 原　直生
36 DF 石井　大生
37 FW 根本　凌
38 MF 石川　玄大
39 FW ウェリントン ジュニオール
40 MF オリベイラ
42 MF 高橋　諒

湘南ベルマーレ
［監督］浮嶋 敏

9
クレーべ

21
市川

30
手塚

3
袴田

23
前嶋

19
伊野波

4
高橋

14
ジャーメイン

6
瀬古

13
小川

7
松浦

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.6

■「父の日」
横浜FCでは母の日のために横浜FCカラーの「青い
カーネーション」を100本限定で販売いたしました
が、全て完売。小さなお子さんが500円玉を握りし
めて買いに来てくれた姿を見たときは、心がほっこ
りしました。ご購入いただいた皆さんありがとうご
ざいました！そしてご協力いただいた巻島生花店様
ありがとうございました！
母の日が終わり、6月には父の日がやってきますね。
お父さん！安心してください！横浜FCでは父の日グッズとして横浜FCオリジナル「ネク
タイピン」を販売いたします。どんなスタイルにも合わせやすいようシンプルなデザ
インに仕上げました。
父の日のプレゼントだけでなく、大切な人へのプレゼントやもちろん自分使いとして
のご購入も◎数量限定となりますので、お早目にお買い求めくださいね。
詳細はオフィシャルホームページで発表いたしますので、みなさんお楽しみに！

●商品名：ネクタイピン
●価格：1,650円（税込）

神奈川に本拠地を置くチーム同士の“神奈川
ダービー”は、早くも今季3試合目となる。YBCル
ヴァンカップのグループステージでは0-1、1-1
の1分1敗。リーグ戦で雪辱を果たしたい。今回
の対戦で注目が集まるのは両チームが誇る“ハ
イタワー”だ。横浜FCのクレーベは5月5日にニッ
パツ三ツ沢球技場で行われた湘南ベルマーレ
戦で、左からの高木友也のクロスを打点の高い
ヘディングで叩き込んだ。J2のジェフユナイテッ
ド千葉時代に2シーズンで24得点を記録した大
型FWだが、リーグ戦では開幕戦以来ゴールか
ら遠ざかっている。良いイメージが残っているで

あろう湘南からゴールを決めて、リーグ戦でも
波に乗りたい。対する湘南で最も警戒したいの
はウェリントン。新型コロナウイルスの影響で入
国が遅れ4月18日にチームに合流したばかりだ
が、1週間後の清水エスパルス戦で復帰即ゴー
ルを決めて勝ち点1をもたらした。ここまでリー
グ戦3試合で56分の出場時間で2ゴールと驚異
的な決定力を発揮している。横浜FCの守備陣と
してはウェリントンが入ってきた後は、警戒レベ
ルをさらに上げる必要がある。高さを持ち味と
する両チームの背番号9。果たして、チームを勝
利に導くのはどちらか。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

CLUB STAFF TIMES
■「横浜FCホームゲーム“横浜農場”地産地消を暮らしの中に」
横浜FCは、シャレン！活動の一環で、横浜市と連携し「“横
浜農場”地産地消を暮らしの中に」を推進しています。
「小松菜の生産量は全国でも横浜はトップクラス」とか「横
浜でもイチゴの直売をしている」など、様々なことを発見
できる「横浜農場」。大都市でありながら身近で地産の農
畜産物が生産されていることや、それらを使用して加工
食品が作られていることなど、皆さんに知っていただきた
い！そして、横浜市の農畜産物を食べて横浜を盛り上げな
がら、みんなで横浜の地産地消と横浜FCの応援をよろし
くお願いいたします。

●時間：13：00 ～ 17：00（キックオフまで）
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近

◆商品ラインナップとノベルティグッズ引換の詳細はこちらから
https://www.yokohamafc.com/2021/05/10/hometown-5/
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容が変更となる場合が
あります。



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

ルヴァンカップで良い結果を出しているがリー
グ戦では連敗をしている中、アウェイでの清水
エスパルスとの対戦は、今シーズン大型補強を
行い、咋シーズンまで横浜FCでプレーしていた
生え抜きの中山克広選手を含む、清水の強力な
攻撃陣を警戒していた。この試合では、ルヴァン
カップで評価を高めたGK市川暉記がリーグ戦
初出場。同時に高橋秀人も加入後リーグ戦初出
場を果たし、チーム内競争が激しくなっている。
前半、清水に主導権を握られ、サイドの中山選
手を中心に攻められる。GK市川のセーブもあ
り、スコアレスで前半終了。後半、徐々に横浜FC
が相手陣地に攻め入るも、先制点を許してしま
うがその直後、手塚康平が直接FKでゴールネッ
トを揺らし、すぐさま同点に追いついた。試合は
そのまま引き分けで終わったが、新しい選手の
台頭はチームにとってプラスになるに違いない。
ルヴァンカップでも戦った湘南ベルマーレ戦
は、勝ち点１でなく勝ち点3を獲得したい。

（広報/亀井慶太）

J1第14節湘南ベルマーレ戦に向けて

オフィシャルクラブデンティストとして、選手やスタッフのお口の健康をサ
ポートしていただいている横浜FCオフィシャルパートナー「エス歯科グルー
プMATCH 2021」を開催。
ここでは、エス歯科グループの白井崇浩総院長と南雄太選手による日頃の
歯のケアや歯とパフォーマンスの関係性について、オンライントークの概要
を紹介します！

南選手が長きに渡りJリーグで活
躍している要因の一つは「ケアを
怠らず当たり前のことをちゃんと
やること」の習慣化です。
若いときは苦手だったアイシング
も、今は欠かせなくなっていて準備
の時間は年齢とともにしっかり取
るようになったことで「クラブハウ
スにいる時間は長く、一番最初に
来て、一番最後に帰っているかも」とか。
歯のお手入れも同様で、南選手はエス歯科クリニックさんと出会ってからホ
ワイトニングにも通うようになり定期的にメンテナンスをしていただいている
ことや、ゴールキーパーは特に瞬発的な力が大事であるため歯のケアは大
切にしていきたいということ、など。
白井先生からは「南選手は体のケアと同様に歯のケアにも意識が高くしっか
りされていて素晴らしい」と仰っていただくほど、日頃の歯とお口のケアも習
慣化している様子などが盛り込まれています。
また、「毎日のケアで大切なのは、歯ブラシをしっかりすることに尽きる。食べ
たら磨くということを習慣化すればそれほど大変ではない。昼は時間がなく
ても夜はしっかりフロスを通すなどすると良い」など、歯の健康を保つために
は基本が大事であることを白井先生からお聞きしています。

左右の咬み合わせのバランスが悪いと、頭の上から筋肉がゆがんでボディ
バランスが悪くなることがあり、片方の歯しか使っていないとあごの位置が
ずれてきたり、筋肉と骨格のゆがみが出てくるそうですので、歯もメンテナン
スをしっかりしてあげましょう！

★オンライントークの内容はこちらから
https://www.s-shika-clinic.com/interview-yuta-minami/

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




