
横浜ダービーでの2ゴール

　ブラジルからやってきたストライカーが、ゴールネッ
トを揺らしたのは日本でのデビューから6試合目のこ
とだった。9月25日、横浜F・マリノスとの“横浜ダー
ビー”。サウロ ミネイロは最大のライバルを相手に大
仕事をやってのけた。
　1点目は36分、ジャーメイン良からの折り返しをイ
ンサイドで落ち着いて決めた。「ジャーメイン選手が
ボールを受けた際に、僕に注目させるために名前を
呼んで、マイナスにボールを要求してフィニッシュしま
した」。
　その後もサウロ ミネイロの勢いは止まらない。65
分には右サイドを突破して、豪快に右足を振り抜く。
対角線上のポストに当たったシュートは、もしも決
まっていれば文句なしのスーパーゴールだった。
　勝負強さを見せたのは1-2で迎えた89分だ。ゴー
ル前の混戦から合わせたシュートは、一旦はゴール
ライン上でDFに阻まれたものの、こぼれ球を素早く
押し込んで2点目。土壇場で追いつくことに成功
する。
　後半のアディショナルタイム3分には、左サイドか
らの高木友也のクロスに打点の高いヘディング
シュート。完全にコースをとらえたシュートは、GKの
スーパーセーブに遭って勝ち越しはならず。それで

も、横浜FCのファン・サポーターに巨大なインパクト
を残した。
「2ゴールを決められたのは、とてもうれしかったです。
ただ、勝てるチャンスがあったので、勝ち点3をとれな
かったのは非常に悔しい」
　喜びに浸っている暇はない。J1に生き残るため
に、ストライカーは牙を研ぎ続ける。

日本のサッカーに順応できている

　184cm、85kg。屈強な肉体は、ちょっとやそっと
では倒されることはない。「僕の役割というのはゴー
ルをすること。自分がピッチに立った以上は、前線で
体を張って、前線で起点になることを求められま
す」。前線でボールを収めるだけでなく、自ら前を向い
てドリブルで運んでいけるのも、サウロ ミネイロの持
ち味だ。
「僕自身も“推進力”はストロングポイントだと思って
います。ブラジル時代からそれは変わりません。これ
からも自分の特徴を出していきたい」
　来日からしばらくは“順応期間”と位置付けていた
という。日本とブラジルではFWに求められる役割も、
プレーのリズムも、さまざまなものが違う。どんなに能
力が高くても、すぐに実力を発揮するのは簡単では
ない。

「アダプト（適応）するにはそれなりの時間が必要だ
とは思っていました。周りの協力があって、日に日に
よくなってきているとは感じます」
1トップのポジション争いは激しい。サウロ ミネイ

ロに加えて、フェリペ ヴィゼウや渡邉千真といった
素晴らしい特徴を持った選手がいる。FW陣はお互
いに刺激し合っているという。
「チームとともにある、仲間とともにある。常にそういう
ことを考えています。しっかりとコミュニケーションをと
れていますし、良い関係性を築けていると思います」
　プレースタイルは豪快かつ大胆だが、チームの雰
囲気を何よりも大事にする。公式サイトでは「チーム
内で一番と思うところ」というアンケートに「おちゃら
け者No.1」と答えているように、ムードメーカー的存
在でもある。
「子どもの頃から、誰かにちょっかいを出したり、いた
ずらをしたりするのが大好きだったんです。みんなを
ハッピーにしたい。もちろん、真面目にならなきゃいけ
ない時は真面目になります（笑）」
　横浜ダービーでの2ゴール。それは、どちらも普段
から仲が良いジャーメインからのパスを決めたもの
だった。

「ハートマーク型ヘアー」の意味

　サウロ ミネイロを見ていて、変わった髪型だなと

感じた人はいるだろう。おでこの生え際の左上の一
部が刈り込まれていたり、金髪になっていたりする、
特徴的なアレンジには深い理由があった。
「あれは、コラソン、ハートです」
　サウロ ミネイロは過去に心臓の病気でサッカー
から離れていた。18歳でスパイクを脱いでからは建
築現場でレンガ職人として働いていたこともある。た
だ、サッカー選手になるという夢を諦めきれず、1年
半のブランクを経て復帰した。
　14歳頃から問題を抱えていた心臓の手術に踏
み切ったのは1年ほど前のこと。無事に全快して昨
シーズンはセアラーSCでゴールを量産した。心臓の
病気を克服したサッカー選手としてブラジル国内で
も話題になった。
「この左上のマークの他に、左胸のところに心電図
のようなタトゥーも入れています。病気を乗り越えたと
いうメッセージなんです」
　不屈の魂を持つストライカーは、J1残留をかけて
重要な一戦となる徳島ヴォルティス戦に闘志を燃
やしている。
「6ポイントをかけた試合になることはわかっていま
す。この試合を落とせないという自覚がある。自分た
ちがやるべきことをやって、勝ち点6に匹敵する価値
がある、勝ち点3をとりたい」

2021.10.16 sat
16:00 KICKOFF
VS.TOKUSHIMA VORTIS

心臓の病気を乗り越えた不屈のストライカー
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記事/北 健一郎（スポーツライター）

サウロ ミネイロ
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 2 DF 田向　泰輝
 3 DF ドゥシャン
 4 DF ジエゴ
 5 DF 石井　秀典
 6 MF 内田　航平
 7 MF 小西　雄大
 8 MF 岩尾　憲
 9 FW ムシャガ バケンガ
10 MF 渡井　理己
11 FW 宮代　大聖
13 MF 藤田　譲瑠チマ
14 DF カカ
15 MF 岸本　武流
16 DF 鈴木　大誠
17 FW 一美　和成
18 FW 佐藤　晃大
19 FW 垣田　裕暉

20 DF 福岡　将太
21 GK 上福元　直人
22 MF 藤田　征也
23 MF 鈴木　徳真
24 MF 西谷　和希
27 DF 吹ヶ　徳喜
29 GK 松澤　香輝
31 GK 長谷川　徹
32 MF 大森　博
33 MF 藤原　志龍
34 MF 川上 エドオジョン 智慧
35 DF 森　昂大
37 MF 浜下　瑛
39 FW 西野　太陽
40 GK 後東　尚輝
45 MF 杉森　考起

徳島ヴォルティス
［監督］ダニエル ポヤトス

37
松尾

49
ブローダーセン

6
瀬古

5
ガブリエウ

22
岩武

31
ミネイロ

4
高橋

14
ジャーメイン

15
安永

17
武田

23
前嶋

スターティングメンバー予想

対戦チームメンバー一覧

[�勝 �分��敗]��位
※����年��月��日時点

明治安田生命 J�リーグ ����シーズン 戦績

RECOMMEND GOODS グッズ担当便りvol.15

■鬼滅の刃コラボグッズ3商品が発売開始！
新商品のネックウォーマー、キルティングブランケットも発売を開始します。肌寒い季節を迎える
前にぜひご購入ください！そして、NEW ERA×YOKOHAMA FC コラボニットキャップが新たなデザ
インで登場！オリジナルのロゴが施されたモノトーンデザイン、完売必至アイテムですのでお買い求
めはお早めに！

★鬼滅の刃コラボグッズ
【スポーツ2021×鬼滅の刃 フェイスタオル】
●価格：2,100円（税込）
●サイズ：約340×800mm
●素材：綿
【スポーツ2021×鬼滅の刃 ミニタオル】
●価格：600円（税込）
●サイズ：約200×200mm
●素材：綿

★NEW ERAブース
【NEW ERA×YOKOHAMA FCコラボニットキャップ(BLK)】
●価格：3,520円（税込）
●サイズ：フリー
●販売場所：
・場内メインスタンドグッズ売店(メインスタンドコンコース)
・場内ホームゴール裏　グッズ売店
※「NEW ERA販売ブース」は雨天時、バックスタンド10番・11番ゲート付近に出店場所が変更となります。

横浜FC選手一覧PLAYERS FILE

★新商品
【キルティングブランケット】
●価格：4,730円（税込）
●サイズ：900mm×1200mm

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

監督

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

勝ち点22の横浜FCと勝ち点29の徳島ヴォルティス。
横浜FCの勝利で勝ち点差は4になる一方で、もしも落
とせば10にまで広がってしまう。両チームにとって「J1
残留のために絶対に落とせない試合」であるのは間違
いない。第31節で上位のサガン鳥栖に3-0で勝利した
ことで徳島は勢いに乗っている。要注意なのはエース
の垣田裕暉だ。2020シーズンにJ2でチームトップの
17ゴールを決めたストライカーは、鳥栖戦で2ゴール。
大型選手でありながら、DFラインの背後をとる動き出
しを得意とする。また、8月には一美和成がガンバ大
阪から完全移籍で加入。2020シーズンまで横浜FCで
プレーしていた一美は、特別な思いで臨んでくるだろ
う。横浜FCとしてはサウロ ミネイロ、松尾佑介、ジャー
メイン良といったスピードのあるアタッカーによる高速
カウンターをどれだけ繰り出せるか。2-1で勝利した
鹿島アントラーズ戦のように、先手を取ることができれ
ば、相手も前に出てこなければならず、自分たちのペー
スで戦いやすくなる。まだまだ暑さによる消耗も予想
されるだけに、強度を落とさないような交代策も重要
になってくるだろう。ファン・サポーターの力を合わせ
て、「勝ち点６の価値がある勝ち点3」（サウロ ミネイロ）
をとりたい。

TODAY’S POINT 今日の見どころ

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

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

■「横浜FC×鬼滅の刃」コラボレーション！
アニメ「鬼滅の刃」と、プロスポーツ3団体105チームが、こ
れまでに例のない大規模コラボイベントを実施。限定フォト
スポット、デジタルスタンプラリー、来場者プレゼントの配布
など、様々なイベントが登場！コラボグッズも発売いたします
のでお楽しみに！

★鬼滅の刃コラボ「ステッカー」プレゼント
●先着4,000名様
●配布場所：メインスタンド入場ゲート、ホームゴール裏入場ゲート
※入場時以外はお渡しできません。
★鬼滅の刃コラボ「デジタルスタンプラリー」
スタジアムに設置されたスタンプ押印用のポスターからスタンプを集めて、この
企画でしか手に入らない、完全オリジナルの限定アイテムをゲットしよう！
※スタンプラリーに参加する場合は、スマートフォンのご利用とスタンプ台帳の
購入が必要です。

●ポスター設置場所：場内メインスタンドコンコース4番ゲート付近/場内バック
スタンド11番ゲート付近

●設置時間：開門～後半キックオフまで
▼詳細はこちら
https://www.sports-kimetsu.com/stamp
★鬼滅の刃コラボ「フォトスポット」
迫力の特別仕様縦 2.3m×横4.8mのフォトスポットで、
ここだけでしか撮影できない1枚をお楽しみください！
●実施場所：ホームゴール裏入場ゲート付近
●実施時間：13:00 ～後半キックオフまで
★鬼滅の刃コラボ「特別のぼり」
選手のぼりと同デザインのコラボのぼり全4種が登場！
●掲出時間：12:00 ～後半キックオフまで
▼「横浜FC×鬼滅の刃」コラボレーション！の詳細はこちらから
https://www.yokohamafc.com/2021/09/28/kimetsunoyaiba/
■アニメ「鬼滅の刃」公式サイト　https://kimetsu.com/
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

■選手サイン入りユニフォームなどが当たる！2022DAZN年間視聴パス販売キャンペーン
「2022DAZN年間視聴パス」の販売が今節よりスタート！会場でご購入いただくと先着500名様に「オリジナルスマホス
タンドキーホルダー」をプレゼント！また「選手サイン入りユニフォームが当たる抽選会」にもご参加いただけます！ぜひ
この機会に「2022DAZN年間視聴パス」をお買い求めください！
価格：19,250円(税込)
お支払い方法：「現金」または「クレジットカード決済(JCB不可)」です。
▼2022DAZN年間視聴パスの詳細についてはこちらから
https://yokohamafc.com/2021/10/08/2022daznpass/
※抽選会は賞品がなくなり次第終了となります。
●時間：開門～ハーフタイム終了まで
●場所：バックスタンドコンコース13番ゲート前「2022DAZN年間視聴パス販売ブース」

【フリースネックウォーマー】
●価格：1,980円（税込）

<再入荷>
【フリ丸ボールチェーンキーホルダー】
●価格：1,100円（税込）
●サイズ：約150mm×100mm

【スポーツ2021×鬼滅の刃 
リボンマグネット】
●価格：1,980円（税込）
●サイズ：約200×100mm
●素材：マグネット

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

https://www.sports-kimetsu.com/stamp
https://www.yokohamafc.com/2021/09/28/kimetsunoyaiba/
https://kimetsu.com/
https://yokohamafc.com/2021/10/08/2022daznpass/
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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

RECORD THE BLUE J1第32節徳島ヴォルティス戦に向けて

10/8(金)「廻転鮨 銀座おのでら本店」「立喰鮨 銀座おのでら本店」
が東京・表参道に、10/22(金)「鮨 銀座おのでら 弟本店」が東京・
二子玉川にオープン！

鮨・天ぷらといった日本の伝統食を中心に、食を通じて洗練された日本文化を世界に
広げていくことを目指す「銀座おのでら」。「本物への徹底したこだわり」をもっと多く
の方に楽しんでいただくために、従来の「銀座おのでら」のDNAを受け継ぎつつ、より
気軽かつリーズナブルに楽しめる新業態の３店舗がオープン！
また、各店舗で期間限定のオープン記念キャンペーンも開催いたします。キャンペーン
内容は、各店舗のSNSで告知いたしますのでお見逃しなく！
この秋オープンの3店舗に、ぜひお気軽にお越しください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
◆廻転鮨 銀座おのでら本店／立喰鮨 銀座おのでら本店
《営業時間》11:00～22:00
《所在地》※廻転鮨・立喰鮨は同じ建物内に併設しています。
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前5-1-6 イルパラッツィーノ表参道1F

廻転鮨 銀座おのでら本店 立喰鮨 銀座おのでら本店
公式Instagram 公式Instagram

◆鮨 銀座おのでら 弟本店　※2021年10月22日（金）16:00オープン
《営業時間》ランチ：12:00～14:00　ディナー：16:00～23:00
《所在地》
〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-4-2 ベルフラット玉川1階

鮨 銀座おのでら 弟本店
公式Instagram

2010～2011、2013～2017シーズンの計7年間に渡り横浜FCを支え、
2021年8月をもって引退を発表した寺田紳一氏が11月3日(水・祝)サガン
鳥栖戦に来場します！11月3日の来場に向け、寺田紳一氏へ横浜FCサ
ポーターの皆様から感謝のメッセージを大募集！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させていただきます。
●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

寺田紳一氏に感謝の
メッセージを届けよう！

「すべてにおいて相手を上回る。」
10月2日の鹿島アントラーズ戦以降、徳島ヴォルティス戦に向けて、
「すべてにおいて相手を上回る」ために2週間準備をしてきました。
声を出し、闘い、勝利するメンタリティで2週間をトレーニングに費
やしてきました。
また、この期間はトレーニング後に選手が横浜FCサッカースクール
４校舎に訪問するなど子どもたちとの交流も深め、その中でサッ
カーの楽しさ、勝負事の中でも純粋にサッカーを楽しむ気持ちなど
を思い出し、こうした活動もすべてが徳島戦にポジティブに働くエ
ネルギーとなると信じています。
サッカー選手として、子どもたちとふれあい、笑顔の瞬間をつくるこ
とができたことで自分たちの価値を再確認し、さらに身の引き締ま
る想いであることも選手は語ってくれました。
現在16位の徳島との勝ち点差は「７」。この差を「４」にできるか、
「10」としてしまうかがこの直接対決にすべてがかかっています。選
手・スタッフ、ファン・サポーターすべての人の力を結集させ、必ず勝
利を掴みましょう。
徳島戦前の1週間は冒頭のみとなりますが、練習見学も実施しまし
た。冒頭のみの公開で、雨天にも関わらず西谷の「横浜FC・LEOCト
レーニングセンター」まで足を運んでいただいたサポーターの皆さ
んからも応援パワーをいただき選手スタッフはすべてで徳島を上回
る準備はできています。練習場に来て声をかけてくれて、選手として
も嬉しい気持ちと週末の試合に向けてモチベーションが高まる良
い機会になったと話してくれています。
追うものの必死になった力はギリギリの戦いを制する底力があると
信じ、最後の笛が鳴るまでスタジアムでともに戦っていただきたいと
思います。

（広報/松本雄一）




