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人数合わせから始まったストーリー

　スピードに乗ったドリブルで左サイドを切り裂く。左
足から繰り出されるクロスはゴールへの道筋となる。
今シーズン、横浜FCの左サイドで躍動しているの
が、大卒ルーキーの高木友也だ。法政大学では2
年生からスタメンを獲得し、全日本大学選抜にも選
ばれた。大学ナンバーワンサイドバックは卒業後の
進路に横浜FCを選んだ。
「小学生のころに横浜FCのスクールに通っていた
んです。何度も試合を見に行ったこともあります。
ジュニアユースのセレクションは落ちてしまったんで
すけど、昔からゆかりのある地元のチームに入れた
のはうれしかったです」
　大学時代までの高木は、本人曰く「とてもプロに
なれるような選手ではなかった」という。高校は法政
大学第二高校。高木の代が神奈川県大会で9年
ぶりにベスト4に入ったときにはOBがすごく喜んだと
いう。そんな高木が、大学サッカーでブレイクを果た
すきっかけは「人数合わせ」だった。
「高校3年生のときに法政大学と大宮アルディー
ジャとの練習試合があって、そこに人数合わせで呼
ばれたんです」
　他の大会と日程が重なったので、附属高校の選
手が何人か駆り出された。しかし、たまたま行った練
習試合が高木の運命を大きく変えることになる。15
分×3本のゲームで3アシストをマークすると、長山

一也監督から「セレクションを受けてみないか」と声
をかけられたのだ。
「実を言えば、大学ではサッカー部に入るつもりはあ
りませんでした。でも、練習試合がすごく調子が良く
て、長山監督に声をかけてもらえて、どうせならやっ
てみようと」

スーパーエースに引き上げられて

　法政大学サッカー部は大学サッカー界の名門の
一つだ。高校サッカー選手権に出場した選手や、ア
ンダーカテゴリーの日本代表経験がある選手などが
同期にもたくさんいた。強豪校とはいえない附属高
校から入った高木は「特例」とも言える存在だった。
「技術的には一番下からのスタートだったと思いま
す。だからこそ、誰よりも練習しなければいけない。あ
とは自己分析をすごくしました。自分には今何が足り
ないのか、何をすべきかを考えていました」
　Bチームのメンバー外からスタートしたが、ひたむき
に努力し続けたことが実を結び、1年生の夏にはA
チーム入り、2年生になると左サイドバックのスタメン
に、その冬には全日本大学選抜の一員になった。高
校時代までは全くの無名選手だった高木は、プロが
注目する存在になっていく。
「大学生活は自分にとって大きかったです。長山監
督からは大学はサッカーだけではやっていけないと
言われていました。たくさん本を読んだり、教養を身

につけたりすることも意識的にやっていました」
　高木の意識を引き上げたのが、同級生の上田綺
世だった。東京オリンピック世代の日本代表チーム
の常連で、2019年にはコパ・アメリカに大学生なが
ら選出された。コパ・アメリカ終了後にはサッカー部
を退部し、鹿島アントラーズに加入した。
「上田は常に自分の前を走っていて、僕たちは背中
を追いかけてきました。上のレベルでやっているのを
見て、これぐらいできれば通用するんだなと、一つの
基準になりました」
　左サイドバックの高木はストライカーの上田にア
シストをする役割だった。高木のクロスを上田が合
わせるのが法政大学の得点パターンとなっていた。
「上田は要求がすごかったので。ちょっとパスがズレ
たら、めちゃくちゃ言われる。なんだよと思うこともあり
ましたけど、こっちが良いボールを出せば決めてくれ
る。自分も頑張らなきゃとなるんです」
　そして2021シーズン、高木は上田の背中を追い
かけるように横浜FCに加入。Jリーグの扉を叩い
た。

攻めて、攻めて、攻めまくる

　2月27日、札幌ドーム。北海道コンサドーレ札幌と
の開幕戦のピッチに高木の姿はあった。左サイド
バックでスタメン出場した高木は、29分に深い位置
までえぐって、グラウンダーのクロスでクレーベの得

点をアシスト。その一方、右サイドを何度も破られて
失点に絡んでしまい、前半終了時点でベンチに下
がっている。
「開幕戦は攻撃が通用することは自信になりました
し、アシストという目に見える結果を出せました。で
も、守備ではポジショニングやボールへの寄せ方な
ど新しい課題が見つかった。同じ左サイドバックで
『守備がうまい』と感じる他のチームの選手の映像
を見て研究しています」
　大学時代から壁に当たるたびに、自らの成長に
つなげてきた。それはプロになった今でも変わってい
ない。自分の強みをどこで発揮するのか、課題をどう
克服するのか。自問自答を繰り返しながら、日々の練
習に取り組んでいる。
「早川（知伸）監督から求められているのは突破力
やゲームを作るところ。左サイドを制圧できるように
なりたい」
　第16節のアビスパ福岡戦では今季2回目となる
アシストを記録した。さらに攻撃で結果を出すだけで
なく、対面した福岡の右サイドバック、エミル サロモ
ンソンにほとんど仕事をさせなかった。そこには発想
の転換があったという。
「サロモンソン選手は攻撃に特化するタイプだと感
じたので、自分がそれ以上に攻撃することで守備に
回る時間を長くさせて止めようと思っていました」
　攻めて、攻めて、攻めまくる̶̶。横浜FCの超攻
撃的サイドバックは止められない。
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攻撃力で違いを出して 左サイドを制圧したい
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記事/北 健一郎（スポーツライター）

高木 友也

Yuya TAKAGI
DF24



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 児玉　剛
 2 MF アルトゥール シルバ
 3 DF 森重　真人
 4 DF 渡辺　剛
 5 DF ブルーノ ウヴィニ
 6 DF 小川　諒也
 7 MF 三田　啓貴
 8 MF 髙萩　洋次郎
 9 FW ディエゴ オリヴェイラ
10 MF 東　慶悟
11 FW 永井　謙佑
13 GK 波多野　豪
14 MF 内田　宅哉
15 MF アダイウトン
16 GK 阿部　伸行
18 MF 品田　愛斗
20 MF レアンドロ
21 MF 青木　拓矢
22 DF 中村　拓海

23 MF 渡邊　凌磨
25 DF 蓮川　壮大
27 FW 田川　亨介
29 DF 岡崎　慎
31 MF 安部　柊斗
32 DF ジョアン オマリ
33 GK 林　彰洋
34 DF 大森　理生
37 DF 中村　帆高
38 MF 紺野　和也
39 DF 岡庭　愁人
41 GK 野澤　大志ブランドン
42 FW 野澤　零温
43 MF 梶浦　勇輝
45 MF 安田　虎士朗
46 DF 森田　翔
48 GK 彼島　優
49 DF バングーナガンデ 佳史扶

ＦＣ東京
［監督］長谷川 健太
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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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明治安田生命 J�リーグ ����シーズン 戦績

FC東京は就任4年目を迎える長谷川健太監督
の下で、"ファスト アタック"と呼ばれる素早い攻
撃に磨きをかけてきた。ボールを奪った瞬間、前
線のディエゴ オリベイラ、永井謙佑、田川亨介、
アダイウトンといった快速アタッカーが一気に
飛び出していく。とりわけ、ディエゴ オリベイラ
は7ゴール（5月30日時点）と抜群の決定力を誇
る。カウンターからの失点を防ぐために重要に
なることは大きく2つ。まずはボールを奪われた
後に素早くプレスをかけて自由にパスを供給さ
せないこと、もしもFWにボールが渡ったら対応
したDFが遅らせている間に素早く帰陣すること

だ。第16節のアビスパ福岡戦から3バックを導
入して以降、相手陣内でプレーする時間が明ら
かに増えた。福岡戦の前半や、6月2日に行われ
た第21節の川崎フロンターレ戦の後半など、前
線からのプレッシングとDFラインが連動してコ
ンパクトな状態にすることで、お互いの距離感
がよくなり、セカンドボールも拾いやすくなる。
チームの課題は、90分の中でペースが落ちる時
間帯をいかに減らせるか。とりわけ守備陣は一
つのミスが失点に直結するだけに、選手同士で
声を掛け合って、90分を通して集中力を保ちた
い。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

https://yokohamafc.com/kickoff/202106191800tokyo

この日の記念に「MDP -MATCH DAY PROGRAM- vol．10タブロイド版」を残
そう！
今回のポスターは「オフショット写真集ver．」と「クレーベ・中村俊輔・前嶋洋太・
市川暉記ver．」の2種類をご用意しました。
新聞見開きサイズ：1部/500円（税込）「メイン場内総合案内所」と「ホームゴー
ル裏グッズ売店ポストカード販売ブース」で販売
お部屋の壁や天井に貼って眺めながら癒されてください！

こちらを
クリック

RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.9

■「プレーヤーズジャンボうちわ発売」
32選手（強化指定選手・2種登録選手を除く）＋フリ丸の全33種類のうちわを販売します！
ジャンボサイズの選手うちわは応援のときに掲げるのも◎
（コロナ禍のためスタジアムでは仰がずに、おうちで思う存分仰いでください♪）
ブラインドパッケージのため誰が出るかはお楽しみ♪運が良ければ直筆サインが入っている当
たりが入っているかも♪横浜FCのジャンボうちわでこれからの暑い夏を乗り切りましょう！！
●商品名：プレーヤーズジャンボうちわ　※お一人様5枚まで
●価格：700円（税込）
●種類：全33種類（32選手（強化指定選手・2種登録選手を除く）＋フリ丸）
●場所：ゴール裏　東サイドスタンド側　16番ゲート付近

本日のイベント、グッズ、
グルメ、スタジアム席図

はこちら

■「アオアシ」コラボ「サッカー観戦みどころ冊子 横浜FC Ver.」プレゼント
この試合でしか手に入らない限定小冊子「サッカー観戦みどこ
ろ冊子 横浜FC Ver.」を先着4,000名様にプレゼント！
週刊ビッグコミックスピリッツで大人気連載中の「Jユース」サッ
カーコミックの「アオアシ」は、主人公・青井葦人（アオイ アシト）
の成長物語。
Jリーグとアオアシでともに成長していこうという意味を込め「J
リーグアオアシグローイングアッププロジェクト」というキャッチ
コピーのもとコラボを実施しています。
ぜひ、手に取って読んでください。
★先着4,000名様
●配布場所：各ゲートで入場時に配布
●配布時間：クラブメンバー特別先行入場(17時30分)～ハー
フタイム終了まで

※限定部数に達し次第終了
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■「横浜市営交通100周年記念DAY」開催！
横浜市交通局と協働で「横浜の街づくり」に取り組むなかで、2021年
4月に100周年を迎えた横浜市営交通と連携し「横浜市営交通100周
年記念DAY」を開催します。スタジアム企画として、横浜市営交通
100周年記念とのコラボ企画をご用意しました！
★先着4,000名様限定「横浜市営交通100周年ロゴ入りコラボス
テッカー」プレゼント

●場所：メインスタンド入場ゲート、ホームゴール裏入場ゲート
●時間：クラブメンバー特別先行入場（15:30）～なくなり次第終了
★どなたでも記念撮影できるフォトスポット（市営バス・地下鉄の顔ハメパネル）の設置
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近　●時間：15:00～キックオフ
★その他の企画や横浜市交通局との取り組みはこちらから
https://yokohamafc.com/2021/06/15/1000_hometown-2/
★横浜市営交通100周年特設WEBサイト
https://kotsu100th.city.yokohama.lg.jp/

ウラ面

https://yokohamafc.com/2021/06/15/1000_hometown-2/
https://kotsu100th.city.yokohama.lg.jp/
https://yokohamafc.com/kickoff/202106191800tokyo
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今節は“CLEANUP INTERNATIONAL ＆ 
ifoods MATCH DAY”
株式会社アイフーズが羊SUNRISEと協業
してオープンした国内でわずか1％しか流
通しない希少な国産羊肉をメインとした新
業態「串羊 羊サンライズ」をご紹介します。

串羊 羊サンライズ
●営業時間：17:00～23:00

（最終入店 21：00）
※緊急事態宣言により変更と
なる場合があります。

●定休日：日曜・祝日（※連休の場合は振
替営業の場合有り）

●座席：カウンター12席
テーブル席３卓（4名席）
半個室有り

●住所：〒106-0031　東京都港区西麻布
2-10-7　来山ビル2Ｆ

●電話番号：050-3623-5866
※ご予約はWEB予約フォーム
（https://www.tablecheck.com/shops/kushihitsuji-hitsuji-sunrise/
reserve?utm_source=tablecheck_qr）
よりお願いいたします。
●駐車場：無し（近隣にコインパーキング有）

羊サンライズのコンセプト
ジンギスカンやラム、マトンと聞くと、「臭い、硬い、不味い」というイメージを
持つ方は 多いと思います。 「串羊 羊サンライズ」では、そんな羊肉に対する
イメージを覆すことができる羊肉を楽しむことができます。
「羊サンライズ」 ～羊の夜明け～、～羊に光を～。店名には、羊肉の素晴らし
さを皆様に伝えることが使命という想いが込められています 。

ACCESS
東京メトロ千代田線　乃木坂駅より徒歩８分 
東京メトロ日比谷線　六本木駅より徒歩11分

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
株式会社ジャミング
株式会社マクニカ

6月2日のホームでの川崎フロンターレ戦後、
リーグ戦は約2週間の中断期間に入った。リー
グ前半の戦いは非常に苦しいものだった。早川
知伸監督体制になって初めてまとまった時間を
取ることができ、チームは午前午後の２部練習
も入れつつ、戦術の浸透、夏に向けての体作り
を行った。前半戦の反省点を踏まえ、後半戦に
巻き返しを行うために、選手同士でコミュニ
ケーションを取る場面がいつもより多く見られ
た。苦しいときにはとにかく、互いに話して、
チームとして一体感を保つことが重要であるた
め良い傾向ではないだろうか。中断期間明けの
最初のリーグ戦の相手はFC東京。昨シーズンは
ホームで劇的勝利を収めることができたので、
今シーズンも期待したくなる。この苦しい時期
を乗り越えるためには「勝利」という養分が必
要だ。勝利して良い巻き返しのスタートを切りた
い。

（広報/亀井慶太）

J1第18節FC東京戦に向けて

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

https://www.tablecheck.com/shops/kushihitsuji-hitsuji-sunrise/reserve?utm_source=tablecheck_qr
https://www.tablecheck.com/shops/kushihitsuji-hitsuji-sunrise/reserve?utm_source=tablecheck_qr

