
ガンバ戦は幸せな夜になった

　自分がなぜ呼ばれたのかはわかっている。FC東
京から夏の移籍でやってきたアルトゥール シルバは
横浜FCのJ1残留を「ミッション」と表現した。残され
た試合で、自分に何ができるか、どこまで勝ち点を伸
ばせるか。一つ一つの言葉に強い決意がにじむ。
「横浜FCからオファーをいただいたタイミングで、J1
残留というミッションを達成するために人生を懸けて
チャレンジしていきたいと覚悟を決めました」
　試合に飢えていた。所属元のFC東京でのリーグ
戦出場は5月9日の鹿島アントラーズ戦までさかの
ぼる。自分の実力をピッチの上で見せたい。それは
サッカー選手であれば当然の感情だろう。だから、横
浜FCでのデビュー戦は特別な記憶として刻まれた
という。
「ガンバ戦の夜は自分にとっての“開幕戦”。そこで
ゴールを挙げてチームを救うことができた。幸せな夜
になったと思います」
　横浜FCのユニフォームに袖を通して初めて出場し
た試合となった、ニッパツ三ツ沢球技場でのガンバ大
阪戦。前半のアディショナルタイムに瀬古樹のフリー
キックを頭で合わせて貴重な先制点をもたらした。

「すごくうれしかったです。1列前にいたマギーニョが
相手を良いブロックで止めてくれた。それがあったか
らゴールを決めることができました。自分一人の力だ
けではありません」
　後半に2ゴールを追加した横浜FCはG大阪に
3-1で勝利。同じ日に大分トリニータが敗れたため、
ついに最下位を脱出した。まだ降格圏内にいること
に変わりはないが、アルトゥール シルバをはじめとした
新しい選手が加わり、横浜FCの反撃体制は整い
つつある。

貪欲にゴールを狙っていきたい

「私のピッチ上での献身性と勝ちにこだわる姿勢は
絶対に不足することはありません。常に最善を尽くし
て横浜FCサポーターを笑顔にしたいです」
　横浜FC移籍後、初練習後のYouTubeでのイン
タビューで強調したのが献身性と勝ちにこだわる姿
勢だった。ピッチ上のあらゆる場所に顔を出して、攻
撃にも守備にも関わるのがプレースタイルだ。
「現代サッカーにおいては攻撃だけ、守備だけという
のはありません。全てのポジションでユーティリティさ
が重要視されている。自分もそこを意識して守るだ

けでなく、貪欲にゴールを狙っていきます。得点力は
自分の特徴の一つだと思っています」
　ボランチの位置からゴールを貪欲に目指してい
く。運動量を生かした3列目からの飛び出しは横浜
FCの新たな武器となりつつある。
「前に飛び出すことで攻撃に厚みを作ったり、バリ
エーションを増やしたり、ゴールにアグレッシブにチャ
レンジすることで見ている人をワクワクさせたい」
　FC東京ではダブルボランチ、インサイドMF、アン
カーとしてもプレーした。チームから求められるオー
ダーによって、自分の役割を変化させられるのは、早
川知伸監督にとっても心強いだろう。
「ボランチとして、自分の周囲の選手が自信を持っ
てプレーできるよう意識しています。ボランチはピッ
チのど真ん中に位置するポジション。チームの要の
ような存在感を出せるように心がけています」

浦和戦では100％を出せる

　ここまでの2試合に先発出場したが、自分自身
のパフォーマンスには満足はしていないという。G
大阪戦は87分までプレーしたものの、中3日で行
われた柏レイソル戦は54分と早い時間でピッチか

ら退いている。
「2試合をこなすことができましたが、フィジカルコン
ディションはまだ100％ではありません。次の試合は
ホームでの浦和レッズ戦ですが、そこで100％を出
せると確信を持っています」
　今シーズンからリカルド ロドリゲス監督が就任した
浦和とは、FC東京の一員として2月27日の開幕戦
で対戦している。その時は1-1で引き分けたが、新監
督の下でチームの成熟度は高まっている。どうすれ
ば勝つことができるのか。
「今シーズンの浦和はとても良い状態にあります。
間違いなく難しいゲームになるでしょう。ただ、自分
のやるべきことを全うすれば、おのずと結果もついて
くるはずです」
　G大阪戦に続いてホーム連勝を果たすためには、
ピッチで戦う選手の頑張りはもちろん、サポーターの
力も必要になるとアルトゥール シルバはいう。
「ガンバ戦で感じたのが、サポーターが選手の心の
支えになっているということです。そういった雰囲気
を作ってくださるサポーターに感謝を示しつつ、良い
試合をして勝利に導きたい。勝ち点3をとれると信じ
ているので、一緒に戦っていきましょう！」
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18:00 KICKOFF
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J1残留は私にとってのミッション
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早川 知伸
Tomonobu HAYAKAWA
1977年7月11日生
静岡県出身

監督

 1 GK 西川　周作
 2 DF 酒井　宏樹
 3 MF 宇賀神　友弥
 4 DF 岩波　拓也
 5 DF 槙野　智章
 6 DF 山中　亮輔
 7 FW キャスパー ユンカー
 8 DF 西　大伍
11 MF 田中　達也
12 GK 鈴木　彩艶
15 MF 明本　考浩
16 FW 木下　康介
17 MF 伊藤　敦樹
18 MF 小泉　佳穂
19 MF 金子　大毅
20 DF トーマス デン

21 MF 大久保　智明
22 MF 阿部　勇樹
24 MF 汰木　康也
25 GK 塩田　仁史
28 DF アレクサンダー ショルツ
29 MF 柴戸　海
30 FW 興梠　慎三
33 MF 江坂　任
35 DF 宮本　優太
36 DF 福島　竜弥
40 MF 平野　佑一
41 MF 関根　貴大
42 DF 工藤　孝太
43 GK 川﨑　淳
44 GK 樋口　耀大

浦和レッズ
［監督］リカルド ロドリゲス

37
松尾

49
ブローダーセン

15
安永

5
ガブリエウ

19
伊野波

39
渡邉

26
韓

7
松浦

38
アルトゥール

24
高木

2
マギーニョ

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
ガブリエウ コスタ フランサ
GABRIEL COSTA FRANCA
1995年3月14日生
181cm/78kg
ブラジル出身

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
武田 英二郎
Eijiro TAKEDA
1988年7月11日生
173cm/71kg
神奈川県出身

DF17

スベンド ブローダーセン
SVEND BRODERSEN
1997年3月22日生
188cm/89kg
ドイツ出身

GK49

伊野波 雅彦
Masahiko INOHA
1985年8月28日生
179cm/74kg
宮崎県出身

DF19
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

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

[4勝 6分17敗]19位
※2021年09月05日時点

明治安田生命 J1リーグ 2021シーズン 戦績

どうすれば浦和レッズの良さを消せるか。それが勝利
のポイントになるだろう。浦和は攻撃時にウイングの関
根貴大、汰木康也がタッチライン沿いに開く。中央に比
べてスペースのあるサイドで関根、汰木といったスピー
ドのある選手にボールを持たせて、ドリブルからのク
ロスやカットインを仕掛けてくる。ウイングが幅をとるこ
とによる、もう一つの狙いは守備側の距離感を広げる
こと。相手の守備の間に生まれるスペースに、小泉佳
穂、江坂任といった選手が入り込み、狭いスペースで
受けてターンからゴールに向かってくる。横浜FCとして
は、守備時は3バックに加えてウイングバックが下がり、
5バックでブロックをつくって、浦和が活用したいス
ペースを埋めたい。粘り強く戦っていけば、反撃のチャ
ンスは出てくる。浦和の両サイドバックは高い位置まで
攻め上がることも多いので、ボールを奪った後は素早
くスペースに走り込んでカウンターを仕掛けたい。8月
は2勝1分2敗で勝ち点7を上積みし、最下位から脱出し
た横浜FC。だが、J1残留圏となる16位との勝ち点差は
依然として8ポイントある。残り11試合、上位のチームに
も勝ち点3をとらなければJ1残留は果たせない。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.13 ■第2弾！「横浜FCホームゲーム“横浜農場”地産地消を暮らしの中に」開催
横浜市内で生産された農畜産物やそれらを使用し
た加工品を直接、生産者さんが販売。横浜の農
業の魅力を知っていただきながら都市型農業の特
徴や美味しい食べ方などを聞くことができ、お買
い物をお楽しみいただけます。
ノベルティグッズもご用意して、皆様のお越しをお
待ちしています。
■「“横浜農場”地産地消を暮らしの中に」概要
●時間：15:00 ～18:00（キックオフまで）
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近
●内容：横浜市内産農畜産物の販売および加工品販売/地産地消PRブース
●協力：
横浜市環境創造局農業振興課
TSUBAKI食堂（株式会社横浜グリーンピース）
ヒト・モノ・コト・バショに出逢えるcafe&marche ael.運営事務局
★出店店舗ラインナップ
●藤又農産
全国でも上位の収穫量を誇る横浜の小松菜と新鮮なミニトマト、オクラなど
●マサラモア
野菜を安心して食べよう！横濱野菜のスパイスカレー（レトルト）、ジンジャーチャイ、薬膳ドリンク手作り
セット、米粉のカレーの素
●kururu farm & factory
ぜひ、お試しあれ！　国産ドライフルーツ・ドライ野菜
●ブルーベリーの丘　二宮ファーム
旭区産ブルーベリージャム・ドライブルーベリー、じゃがいも
●干し野菜研究家 澤井香予
野菜を干すとホントにおいしい！　干し野菜パスタ、干し野菜商品、おかずの素
●牧場直営 横濱アイス工房
小野牧場の100％ミルクのジェラート、横浜FCのHAMABLUEにちなんだラムネジェラート
★地産地消PRブース
対象店舗でお買い物をされた先着200名様に「横
浜農場グッズ」のエコバッグ、マスキングテープ、
メモ帳のいずれか１つ（予定）をプレゼント！
対象店舗を利用された方、1会計で1枚の引換券を
お渡しします。
引換券1枚につきグッズ1つと引き換えいたします。
※プレゼントはなくなり次第終了となります。

フェリペ ヴィゼウ
FELIPE VIZEU
1997年3月12日生
185cm/83kg
ブラジル出身

FW50

アルトゥール シルバ
ARTHUR SILVA
1995年4月26日生
180cm/80kg
ブラジル出身

MF38

■2021カードフェスタ開催！！
みなさんお待たせいたしました！2021トレーディングカードが新登場！発売を記念して、カードフェ
スタを開催します！
■2021横浜FCオフィシャルトレーディングカード
●価格
1パック（カード5枚入り）：440円（税込）→カードフェスタ特別価格：400円（税込）
1ボックス（20パック入り）：8,800円（税込）→カードフェスタ特別価格：8,000円（税込）
※トレーディングカードは限定生産のため、傷、汚れ等による交換はできません。予めご了承の上
お買い求めください。

●カード内容（全76種）
・レギュラーカード：32種類　・マスコットカード：1種類　
・ピックアッププレーヤーカード：7種類　・直筆サインカード：32種類　・GEMカード：4種類
※所属は2021年4月4日時点のものです。※1ボックスで全76種類は揃いません。
★カードフェスタ
3パック購入ごとに、超豪華賞品が当たるスピードくじにチャレンジ！
例）9パックご購入で、スピードくじに3回チャレンジできます。
●場所：ゴール裏　東サイドスタンド側　16番ゲート付近「カードフェスタブース」
※スピードくじは賞品が無くなり次第終了させていただきます。

サウロ ミネイロ
SAULO MINEIRO
1997年6月17日生
184cm/85kg
ブラジル出身

FW31

◆特賞：選手サイン入り2021 J1リーグ
公式戦使用済み試合球
※実際に試合で使用したボールのため、
傷・汚れがございます。予めご了承
ください。
◆1等：2020選手着用オーセンティックユニフォー
ム（1st）（2nd）上下セットのいずれか

◆3等：Soccer Junkyクルースウェット&ナップ
ザックセット：3セット

◆2等：選手サイン入り2021オフィシャルユニフォー
ム（1st）

◆5等：カードフェスタ刻印入り特製フォト（全5種類）：50枚
※種類はお選びいただけません。

＜No.7 松浦 拓弥選手＞＜No.3 マギーニョ選手＞

＜No.9 クレーベ選手＞ ＜No.26 韓 浩康選手＞

◆4等：非売品ポスター（2枚1セット）：25セット

＜No.3マギーニョ選手／No.6瀬古 樹選手／No.7松
浦 拓弥選手／No.8齋藤 功佑選手／No.9クレーベ選
手／No.10中村 俊輔選手／No.26韓 浩康選手／
No.27中塩 大貴選手／No.37松尾 佑介選手／No.39
渡邉 千真選手＞の中からランダムで2枚1セット
※選手はお選びいただけません。

※当日のユニフォームには直筆サインが入ります。

※背番号は入っておりません。 https://yokohamafc.com/2021/09/09/goods-38/

横浜FC選手一覧PLAYERS FILE

詳細はこちら！

https://yokohamafc.com/2021/09/09/goods-38/
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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
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
共栄産業株式会社
株式会社キット
株式会社ティー･アンド･エス・システムズ
横浜セレモ株式会社
長田広告株式会社
株式会社フレッシュハウス
株式会社秀
株式会社東京中央建物

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

好評！！フリ丸「〇〇会シリーズ」
今節はサイン会を開催します！ぜひご参加ください！

●場所：14番ゲート内
●時間：16:10～16:30
※新型コロナウイルス感染症対策のため、サインをご希望のお品物をスタッフ
がお預かりし、フリ丸がサイン後にスタッフからお戻しさせていただきます。

※サイン会のため、2ショットなどの写真撮影はできません。

フリ丸サイン会！

「ファン・サポーターのみなさんはスタジアムに何を求めて
やってくるのだろう？」
その日はこんな問いからスタートしました。
「チームが勝つこと！」 それはもちろん！
でも、たぶんこんな人も多いはず。
そこで出会う仲間との会話。おいしいグルメ。楽しいイベン
ト。好きなアーティスト。青空の下で飲むビール。
推しの選手に応援の気持ちを届けたいから。子どもの楽
しそうな表情を見たいから。
別々に住む祖父母と孫を会わせられる機会だから。
スタジアムの楽しみ方、来場する目的、何を感じるかは人
それぞれ。
わたしたちはスタジアムで起きる試合以外のコトも充実さ
せ、その日一日を楽しんでもらいたいという想いで運営を
しています。
それでも、“勝敗”はその日一日がどうだったかという評価
そのものを決定づける重要な要素となります。
でもあるスタッフは、こうも言いました。
「そういえば、野球を観に行ったときって、意外とどっちが
勝ったかってあんまり覚えてないときもあるんだよなぁ」
いやいやいや、そんなはずは。
と思ったけど、意外とうなずくスタッフは多く。
もちろん、試合数が大きく違ったり、昇降格の無いリーグ
の特性も影響しているのだろう。
また自身が野球に対してはライトなファンだというのもあ
るだろう。
ただ、イニング間のイベント、チアや飲食の充実など試合
以外での満足度も非常に高いことが見てとれます。
この「そういえば・・・」という普段の自分たちの常識を疑っ
てみることは大切なこと。
わたしたち事業スタッフは直接的に勝敗に手を加えるこ
とはできないので、日々、何をどのように提供したら、ファ
ン・サポーターのみなさんに楽しんでもらえるか、必要とさ
れるかを考え活動をしています。
勝利という目的はもちろん達成すべきミッションです。
ただ、目的に縛られて本来の意味を見失わないよう日々の
取り組みに反映していかなければいけない。
そんなことを改めて感じた、2022シーズンのホームゲーム
運営・イベント企画立案を目的としたある日の会議でした。

（広報/松本雄一）

RECORD THE BLUE J1第28節浦和レッズ戦に向けて

■「ソナエルJapan杯」予選ラウンドは9月12日まで！
欲しかったグッズを手に入れてから！おいし
いスタグルを楽しんだ後は！まだ、キックオフ
までには少し時間があるかも！？そんな時は
「ヤフー防災模試」を受験してみよう！より
多く受験し、高得点を取ることが横浜FCの
勝利につながります。
決勝ラウンドめざしてみんなで横浜FCを勝利
に導こう！
★「ヤフー防災模試」はこちらから
https://www.jleague.jp/sharen/news/2216/
J1～ J3の全57クラブを8つのグループに分けて予選を実施中。
スマートフォンから受験することができます。

●Jリーグ「ソナエルJapan杯」　
https://bousai.yahoo.co.jp/exam/sonaerujapan/
Jリーグでは、社会連携活動（シャレン！）の一環として、Ｊリーグサポーティングカンパニー
のYahoo！様と共催で、クラブ、地域の皆さんの防災意識を高めるため、東日本大震災か
ら10年、熊本地震から5年の節目を迎えた2021年9月1日防災の日より「ソナエルJapan杯」
を開催しています。
そこで、横浜FCはJリーグと共に、SDGsのゴール11の「住み続けられるまちづくり」を目標テー
マとするシャレン！活動に取り組むなかで、「ヤフー防災模試」を受験していただけるようSNS
などでファン・サポーターの皆様に呼びかけ、クラブ内でも共有し、今後の重要行動となり
得る「防災に対する意識を高めるための活動」を地域の皆さんと共に推進していきます。

フリ丸とウッチーも受験しました！
#備えるが勝ち

https://www.jleague.jp/sharen/news/2216/
https://bousai.yahoo.co.jp/exam/sonaerujapan/



