
僕は横浜FCに拾ってもらった

　奇跡を起こす̶̶。
　10月23日、湘南ベルマーレとの試合後の記者
会見に登場したのは高橋秀人だった。J1残留を目
指すチーム同士の"6ポイントマッチ"では痛恨の逆
転負けを喫した。タイムアップと同時に膝から崩れ
落ちる横浜FCの選手たちの光景が、この試合の
意味を物語っていた。それでも、チームリーダーは前
を向いた。
「残り5試合、メンタルを切り替えて勝てるように、奇
跡の残留をできるように、自分自身が試されていると
思う」
　昨シーズンは、試練の連続だった。8月に新型コ
ロナウイルスに感染、9月に右肘の脱臼、12月には
左第五中足骨骨折......。次から次へとアクシデント
に見舞われた。横浜FCからのオファーは、ボールを
蹴ることもできないときに届いたものだった。
「僕は横浜FCに拾ってもらったようなもの。怪我をし
ていた自分に声をかけてくださったのは感謝しかあり
ません」
　トップ10を目標に掲げていたチームだったが、序
盤戦はうまく歯車が噛み合わない。開幕から13試
合勝利なし̶̶。そんな危機的状況から脱出する
ために大きな役割を果たしたのが、リハビリから復帰

した高橋だった。
　湘南ベルマーレ戦からリーグ戦で初勝利を挙げ
たのは、高橋がスタメンに名を連ねるようになって2
試合目のこと。最終ラインに安定感をもたらし、コー
チングで周りを動かし、体を張ってピンチを救う。横
浜FCにとってなくてはならない存在となっていった。

カズや俊輔に気づかされたこと

　プロ生活12年目。FC東京、ヴィッセル神戸、サガ
ン鳥栖と渡り歩いてきた高橋が新たな挑戦の場所
として横浜FCを選んだのは、今後のサッカーとの向
き合い方に悩んでいたからでもあった。
「仕事としてサッカーをする時間が長くなってくると、
子どもの頃のように純粋に楽しめなくなってきます。
横浜FCにはカズさん（三浦知良）、俊さん（中村俊
輔）など、最前線で長いキャリアを積んでいる人がい
る。あの年齢になってもプロで戦い続けられる理由
が何なのか。それを近くで学びたかったんです」
　30歳を過ぎてからは、どうすれば全体がうまく回る
か、また、若い選手たちが伸び伸びとプレーできるよ
う心を砕くようになっていた。自分のことよりもチーム
のこと。それがベテランとしての役割だとも思ってい
たという。
「でも、そういう考え方は間違いだったんじゃないかと

気づかされたんです。カズさんも俊さんも、何歳に
なっても純粋にサッカーを楽しんでいるし、追求し続
けている。僕は必要以上に年齢を意識していたのか
もしれないなと」
　サンフレッチェ広島とアウェイで戦ったとき、日本
代表でもチームメートだった青山敏弘と話す機会が
あった。高橋の2つ上の学年でありながら、J1クラブ
で中心選手として活躍し続けている青山の言葉は
響くものがあった。
「青くんから言われたのは、まずは『自分がやる』とい
うこと。自分が良いプレーをしていれば、自然と他の
選手たちはついてきてくれるはず。そういう発見がで
きただけでも、横浜FCに来てよかったなと思ってい
ます」
　ベテランだけではない。瀬古樹、松尾佑介、安永
玲央といった若い選手たちが見せるアグレッシブな
プレーからも刺激を受けている。自分ができることを
やる。その積み重ねがチーム力になっていく。今、高
橋はサッカーを心の底から楽しんでいる。

チームは成長している

　残り5試合。高橋はJ1残留をかけた重要な状況
で、3シーズンを過ごした古巣の鳥栖戦を迎える。

「横浜FCに移籍してから鳥栖と戦うのは初めてで
す。とはいえ、ピッチの中で結果を出すことしか考え
ていません。相手どうこうではなく、自分たちがやるこ
とをやるだけです」
　苦しみながらも、しかし、チームは成長し続けてい
る。5-3で打ち合いを制した第32節の徳島ヴォル
ティス戦の1点目が象徴的だ。GKからパスをつない
できた徳島のビルドアップを、相手陣内でカットした
のはセンターバックの高橋。そこから松尾の美しいミ
ドルシュートが生まれた。
「ショートカウンターは今までなかった形です。しかも、
1度追いつかれて勝ち越したことはなかった。新しい
戦い方ができるようになったのはチームとしての成
長でもある」
　それでも楽観できる状況ではない。徳島に勝って
最下位を脱したものの、湘南戦を落としたことで再
び順位を下げてしまった。
「1勝したからといって、自分たちの状況が大きく変
わったわけではありません。J1残留というミッションの
ためには、ここからは全て勝たないといけない」
　J1残留をかけたサバイバルマッチは続いていく。
土壇場に追い込まれるとき、人間は眠っていたポテ
シャルが引き出される。サッカーに対する純粋な欲
求や野心を抱いて、高橋は目の前の相手に挑む。
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記事/北 健一郎（スポーツライター）
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ECOパートナーブース
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近
●時間：11:00～キックオフまで
■“あなたの不用品で世界の誰かが笑顔になる”不用品のリユース
先着200名様にオリジナルキッズＴシャツをプレゼント！
お子様限定！「使わなくなった不用品を持ってきて！　オリジナルキッズＴシャツと交換しよう！」

使わなくなった不用品を「交換ブース」に持って来てくれたらオリジナルキッズＴシャツ(1枚)と交換します。
集まった不用品は武松商事(株)を通して海外の子供たちに届けられます。
リユース品として必要なひとに届けることにより、環境に優しい活動の輪を子供たちと
一緒に広げていきます。
サガン鳥栖戦を観戦に来た小学生で、使用しなくなった不用品をお子様自身がご持参
ください。
★おもちゃ　★ぬいぐるみ　★スポーツ用品　★食器
・４種類の中から3点以上（1種類3点でもよい）壊れていないもので、他の人が使えるよ
うにきれいにしたものをご持参ください。
・3点以上の不用品をお持ちいただくと、お一人様につきオリジナルキッズＴシャツ1枚
と交換。
・オリジナルキッズＴシャツのサイズは2種類です（130cm用とSサイズ用）
・リユース品をご持参いただいた方の中から抽選で10名様に「選手サイン入りエコポー
チ」（スタジアムで装飾物として使用していたバナーの再利用品です）をプレゼント！

■自作の延長コードを作成しよう！
ご家庭等で使用されている延長コード。その内部を見たことはありますか。
延長コードの仕組みを知りながら楽しく自作の延長コードを作成してみましょう！

■ユニフォームセール開催！NEWアイテムも登場！
2021オフィシャルユニフォーム(プレーヤーズモデル)と
2021オフィシャルユニフォーム、サマーユニフォームが15％～30％オフ！
選手の座右の銘が入ったボンフィン、ハロウィン使用のポストカードが発売開始！

【2021オフィシャルユニフォーム】
＜FP1st/FP2nd/GK1st＞
通常価格16,280円（税込）→セール価格11,396円（税込）

【2021オフィシャルユニフォーム(プレーヤーズモデル)】
＜FP1st/FP2nd/GK1st＞
通常価格25,630円（税込）→セール価格17,940円（税込）

【2021オフィシャルサマーユニフォーム（プレーヤーズモデル）】
＜FP＞15％OFF
通常価格25,630円（税込）→セール価格21,780円（税込）

●場所：
・場内ホームゴール裏グッズ売店(ホームゴール裏16番ゲート付近)
・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)

【横浜FCポストカード(ハロウィンver)】
ブラインドパッケージのため、全30種類の中からどれが当たるかは開けてからのお楽しみ！
さらに！運が良ければポストカードに自筆サインが入っている！
●価格：200円（税込）
●ラインナップ：全30選手(2種登録、特別指定選手を除く)
●サイズ：100×148mm
●販売場所：特設ブース(場内ホームゴール裏グッズ売店横)

【座右の銘ボンフィン】
選手たちの座右の銘を入れたボンフィン。
ブラインドパッケージのため、全30種類の中からどれが当たるかは開けてからのお楽しみ！
お気に入りの選手をぜひゲットしてください！
●価格：300円（税込）
●ラインナップ：全30選手(2種登録、特別指定選手を除く)
●サイズ：12×140mm
●販売場所：特設ブース(場内ホームゴール裏グッズ売店横)

※雨天時は場内ホームゴール裏グッズ売店(ホームゴール裏16番ゲート付近)と特設ブース(場内ホームゴール裏
グッズ売店横)はバックスタンド10番・11番ゲート付近に出店場所を変更いたします。

その他はこちら→https://www.yokohamafc.com/2021/10/27/goods_211103/

 1 GK 守田　達弥
 3 DF エドゥアルド
 4 MF 島川　俊郎
 6 DF 内田　裕斗
 7 MF 中野　嘉大
 9 FW 山下　敬大
10 MF 樋口　雄太
12 GK 板橋　洋青
13 MF 白崎　凌兵
14 MF 高橋　義希
15 MF 酒井　宣福
18 FW 和田　凌
20 DF ファン ソッコ
21 GK オム イェフン
22 MF 小屋松　知哉
23 MF 本田　風智
24 MF 飯野　七聖

25 FW オフォエドゥ
27 MF 相良　竜之介
29 FW 岩崎　悠人
30 DF 田代　雅也
31 DF 大畑　歩夢
32 MF 湯澤　洋介
33 FW ドゥンガ
37 MF 小泉　慶
39 DF 松本　大輔
40 GK 朴　一圭
43 MF 福井　太智
44 MF 仙頭　啓矢
45 DF 安藤　寿岐
46 DF 岡　英輝
47 DF 中野　伸哉
48 DF 孫　大河
50 MF 梁　勇基

サガン鳥栖
［監督］金 明輝
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松尾

49
ブローダーセン

6
瀬古

5
ガブリエウ
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岩武
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ミネイロ

4
高橋

14
ジャーメイン

15
安永
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高木
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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
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横浜FC選手一覧PLAYERS FILE
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
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

今シーズン、上位争いを演じているサガン鳥栖。金明
輝監督が率いるチームは攻守において強度の高い
サッカーをしている。鳥栖に勝つためのポイントは大
きく2つある。1つ目はDFラインの背後にできる広大な
スペースを狙えるか。前線から運動量を活かしてアグ
レッシブにプレッシャーをかけてくる分、GKとDFライ
ンの間のスペースにパスを通せればビッグチャンスに
なる、2つ目はサイド攻撃を封じられるか。ゴール前に
高さのある選手がいるだけに、クロスの出どころとな
るサイドの選手にプレッシャーをかけたい。ここ4試合、
横浜FCは全ての試合で先制している。ただ、湘南ベ
ルマーレ戦では先制した後に2点を決められて逆転負
けをしたように、リードした後の戦い方は重要になる。
相手が圧力を強めてきたときに、防戦一方にならずに、
隙を見つけてカウンターを繰り出していく。今の横浜
FCにはサウロ ミネイロ、松尾佑介など1人でもゴール
まで持っていける選手がいる。とはいえ、前線の選手
へのロングパスが多くなるとリズムが単調になってしま
い、間延びする要因になる。ゲームをコントロールし
ながら、したたかにチャンスをモノにしたい。

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

寺田紳一氏 来場！
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来場
しご挨拶をいたします。サイン会を開催するほか、スタジアムイベントへも参加予定ですので、お楽しみに！
■サイン会
●時間：12:00～12:30　※時間になり次第終了とさせていただきます
●場所：ホームゴール裏コンコース14番ゲート内
■引退ごあいさつ
●時間：12:45～12:50
徳島戦で皆様からいただいたメッセージフラッグをお渡しします。
※実施時間は前後する可能性がございます
●場所：メインスタンドピッチ横
■ウッチーのHAMABLUE TALKにも登場
●時間：13:15～13:20　●場所：メインスタンドピッチ横

横浜FC×赤十字 献血応援プロジェクト
献血のご協力をお願いいたします！
ニッパツ三ツ沢球技場に献血バスがやって来ます！献血にご協力いただい
た方先着50名様に「けんけつちゃん＆フリ丸血液型別オリジナル缶バッジ」
と「選手サイン入りF！カード」を進呈します。
「骨髄バンクドナー登録会」も実施しますので、ご協力をお願いいたします。
●受付時間：10:30～13：30
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近
詳細はこちら
https://www.yokohamafc.com/2021/10/20/hometown-20/

30％OFF!!

30％OFF!!
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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
株式会社ロマック
株式会社八木下商事
戸田建設株式会社横浜支店

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。

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。

RECORD THE BLUE J1第34節サガン鳥栖戦に向けて

フュディアルクリエーションは、投資用マンションの販売から居住用
不動産の仲介、販売したマンションの管理業務を行う建物管理、賃
貸の募集業務などを行う賃貸管理、CMやテレビドラマなどの撮影
用時間貸しスタジオまで幅広い事業を展開しています。
横浜市に建つ、自社ブランド「RELUXIA」マンションシリーズを紹介
します。ぜひ物件サイトをご覧ください！！！

「積み上げてきたものを信じる。」
前節の湘南ベルマーレ戦に敗れ、もう本当に負けが許され
ない状況。
残留するために目の前の一戦に勝利することだけを考え
てそれぞれが、この決戦に向けて準備をしてきました。
今シーズン、様々な課題に直面し、それでも一つずつ修正
し、チームをここまで立て直してきています。あとは勝利
という形でこれまで行ってきたことが間違いではなかっ
たということを証明するだけ。
日々の練習時からトレーニングで起きていることが、試合
で起きる。日々積み上げてきたものがあれば一瞬一瞬の
イレギュラーなことにも対応し、必ず良い形となって返って
くる。そう信じて、勝利だけを目指して今節の試合に臨み
ます。
先日のアウェイの湘南ベルマーレ戦では、スタジアムの雰
囲気（ハリセンを使った応援や、コレオグラフィーなど）を
創り上げてきた相手クラブの準備の力を物凄く感じた試
合になりました。それが、あと一歩の後押しになったこと
は間違いないと思います。
今節、横浜FCとしても「なんとしてでも上限の7,500人ギ
リギリまでご来場いただき、HAMABLUEでそまったスタ
ジアムで、最高のサポートの中で選手たちをプレーさせて
やりたい」という想いでそれぞれの施策をご用意し、皆様
のご来場をお待ちしています。
選手たちを最高の雰囲気で後押しするために、スタジア
ム入場ゲートでお配りするチアペーパーを掲げてくださ
い。
チームはこれまで積み上げたことを信じて勝利だけを目
指して戦います。スタッフ・サポーターも一丸となりこれま
で以上の一体感をスタジアム全体でつくり、圧倒的ホー
ムの空間で勝ち点３をつかみ取りましょう。

（広報/松本雄一）

presents
フュディアルクリエーション

 FC Special  Match横浜

RELUXIA横濱吉野町ⅡRELUXIA横濱鶴見

RELUXIA横濱吉野町
物件サイト

RELUXIA横濱南

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

https://www.fudealcreation.com/reluxia/813/
https://www.fudealcreation.com/reluxia/817/
https://www.fudealcreation.com/reluxia/806/
https://www.fudealcreation.com/reluxia/822/

