
飛躍を誓ったJ1での2年目

　奇跡は起こらなかった。第36節のヴィッセル神戸
戦の結果を受けて、J2降格が決定した。J1昇格から
2シーズン。横浜FCは再びJ2へと戦いの場を移す。
　13年ぶりとなったJ1での1年目は15位でフィニッ
シュした。最終ラインからパスを丁寧に組み立てて、
自分たちで主導権を握るサッカーは良い意味で驚き
を与えた。
　J1での2年目、クラブはトップ10という目標を達成
するために積極的な補強を行った。実績のあるFW
を数多く獲得し、昨シーズンの課題だった得点力の
向上を図った。
　しかし、開幕から6連敗とつまづいてしまう。13試
合未勝利と、J1残留に向けて大きなマイナスを背
負うことになった。第8節終了後には監督交代に踏
み切り、クラブOBの早川知伸新監督の下、再ス
タートを切った。
「僕は覚悟を決めて先頭に立ちます」
　8月から新キャプテンに就任した瀬古樹は宣言し
た。明治大学から加入して2年目の23歳は、球際の
勝負に挑む、最後まで走り切るといった戦う姿勢を
見せることでチームを牽引する。
「プロサッカー選手としては2年目の中で、残留争い
は初めて。ヒデさん（高橋秀人）をはじめ、いろいろな

方からアドバイスをいただいたり、どうしたらよいのか
を試行錯誤しながらやっていました」（瀬古）
　夏場には5人の外国籍選手を獲得。異例とも言
える大型補強はJ1残留への強い決意の表れでも
あった。中断明けの第23節では名古屋グランパス
を撃破。新加入のブラジル人DFガブリエウ、ドイツ
人GKのスベンド ブローダーセンは完封勝利に大き
く貢献した。
3-1で勝利した第26節のガンバ大阪戦ではフェ

リペ ヴィゼウ、アルトゥール シルバが決めて、最後
は安永玲央がダメ押し。強力なブラジル人選手と生
え抜きの若手選手が噛み合うことでチームは勝利を
重ねていく。
「今シーズンは、少しずつではありますけど、自分が試
合を変えられるようにと、意識しています。まだまだで
きてはいないですけど、残りの試合で自分がチーム
を変えていけるように成長できたら」
　“奇跡の残留”に向けてチームは一丸となって挑
んでいった。

後半戦で追い上げを見せるも……

　後半戦で切り札的存在となったのがサウロ ミネ
イロだった。とりわけインパクトを残したのが第30節
の横浜F・マリノスの“横浜ダービー”だった。38分に

ジャーメイン良からの折り返しを合わせてゴールネッ
トを揺らす。
1-2で迎えた89分、ゴール前の混戦から押し込ん

で2点目。アディショナルタイムには高木友也のクロ
スから決定的なヘディングシュートを放った。逆転勝
利はならなかったが、勝ち点1をもぎとった。
　爆発的なスピードとパワーを併せ持つストライカー
は、たった一日で横浜FCのサポーターの心を掴
んだ。
「最後を決めていれば勝ち点3を得ることができたの
で、悔しい結果ですけど、まだ何も終わっていないし、
あきらめる気もないので、次の試合で勝ち点3を持ち
帰ることができるように準備するのみです」
　上昇気流に乗った横浜FCは第31節で鹿島ア
ントラーズに敵地で勝利し、第32節で徳島ヴォル
ティスとの打ち合いを制して2連勝を飾る。13試合
勝てていなかったチームは、J2降格圏内からの脱出
が見える場所まで這い上がってきた。
　第33節、勝ち点28の湘南ベルマーレと勝ち点
25の横浜FCの直接対決はJ1残留への生き残り
をかけた大一番となった。63分に松尾祐介のゴー
ルで先制したが、78分、89分に失点して逆転負け
を喫してしまう。
　サガン鳥栖と引き分けた後の第35節ではアビス
パ福岡を相手に試合終盤までリードしながら、後半

のアディショナルタイムに失点。勝ち点3を目の前に
しながら逃してしまった。J2降格が決まった今、瀬古
がターニングポイントに挙げたのは、この2試合
だった。
「鹿島、徳島に勝った後の湘南戦は自分たちが先
制した中で、あそこで落としたのが一つのポイントだ
とは感じます。福岡戦も最後の最後で追いつかれて
……。正直、そこの2つのどっちかが自分たちに転
がっていれば、まだ可能性はあったと思います」

ラストゲームに賭ける想い

　北海道コンサドーレ札幌とのリーグ最終戦は、横
浜FCにとって、どのような意味を持つのか。J1残留
という大きな目標はなくなったが、戦う理由がなくなっ
たわけではない。どんな状況でも応援してくれるファ
ン・サポーターがそこにいるから。瀬古の言葉が心
強い。
「J1残留はできなかったですけど、最後まで気持ちを
切らさずにやりたい。サポーターの方々には今シーズ
ンが終わるまで、共に戦ってほしい。降格は決まりま
したけど、一つでも上の順位に行きたい」
　未来につなげていくために、最後まで戦って、
勝って終わる。それこそが2022シーズンへの第一
歩となる。

2021.12.4 sat
14:00 KICKOFF
VS.HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO

最後まで戦って、勝って終わる
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■「１万円ガラポン」「2021サンキューセール」開催！
グッズ売店で、皆様のお越しをお待ちしています！

★1万円ガラポン
2021オフィシャルユニフォームが必ず当たる！
特賞は選手サイン入りオフィシャルユニフォームです。
ぜひ挑戦いただき、各種景品をゲットしてください。
●価格：1回/10,000円（税込）
●販売場所：1万円ガラポンブース(場内ホームゴール裏グッズ売店横)
※景品の詳細はホームページにてご確認ください。
https://yokohamafc.com/2021/11/28/1204_sapporo_goods/

★2021サンキューセール
各グッズ売店で、タオルマフラー、コンフィットTシャツなどがお買い得の「2021サンキューセール」を開催！
◆ナンバータオルマフラー
価格：2,090円　→　セール価格1,670円（税込）
ラインナップ：全30選手＋フリ丸の全31種類
※完売の種類もございますのでご了承ください。
◆コンフィットTシャツ
●価格：110/130/150 4,180円　→　3,300円（税込）
　　　　S/M/L/XL 4,400円　→　3,520円（税込）
●ラインナップ：No.9 KLÉBER/No.10 SHUNSUKE/No.11 KAZU/

No.37 YUSUKE/No Name（無地）
●サイズ：110/130/150/S/M/L/XL
※完売の種類、サイズもございますのでご了承ください。

■斉藤光毅選手協同企画！ロンメルSKグッズ販売
ベルギーリーグ・ロンメルSKにご協力いただき、2020シーズンまで横浜FCに在籍しておりました斉藤光毅選手との協同企画
を実施いたします。斉藤光毅選手の直筆サイン入りロンメルSK ホームユニフォーム、トレーニングジャケットなど、今回のロ
ンメルSKグッズの収益はすべて横浜FCアカデミーの活動費に充てられます。ぜひこの機会にロンメルSKグッズをお買い求め
いただき、海外で活躍する斉藤光毅選手、および横浜FCアカデミーの応援をお願いいたします。
●場所：ホームゴール裏特設グッズ売店（場内）
●取り扱い商品：
◆ロンメルSK ホームユニフォーム(No.9 KOKI)
※直筆サイン入り
●価格：キッズサイズ11,000円/大人サイズ15,000円
●サイズ：128/140/152/S/M/L/XL/XXL
●販売数：全サイズ合計100着

◆ロンメルSK トレーニングジャケット(BLACK)
※直筆サインは入りません
●価格：7,200円
●サイズ：S/M/L/XL
●販売数：全サイズ合計20着

★斉藤光毅選手について
2014年に横浜FCジュニアユース加入以降、横浜FCトップチームデビューを果たす2018年途中までの約4年半を横浜FCアカデ
ミーで過ごす。2020シーズン終了後にベルギー2部のロンメルSKに完全移籍し、現在も同チームでプレー。

YOKOHAMA BEER
「横浜のビール」出店！
スタジアムでのアルコール販売の解禁に伴い、横浜ビール
さんが出店します！
横浜ビールさんは、ビールの醸造工程で排出されるモルト
粕や直営レストランで生じる食品廃棄物を堆肥に再生化し、
横浜の水源地のひとつである山梨県南都留郡道志村にそ
の堆肥を運び入れ、生産者と協力して野菜の栽培を行って
います。
収穫された野菜は横浜ビール直営店や横浜市内の飲食店で使用し、食品廃棄物を資源として循環させるプロジェクト
「FOOD LOOP（フードループ）」としてSDGsに取り組み、ビールと食を通じて横浜をワクワクさせる横浜の様々なカル
チャーとの繋がりから横浜から未来へ繋がる活動をしています。
オリジナルビールは仕込み期間の関係でご用意ができませんが、横浜ビールさんのレギュラービール2液種をご用意！
試合観戦のお供にお楽しみください！
●出店場所：ホームゴール裏入場ゲート横
●出店時間：10:00～後半キックオフまで

■横浜ラガー缶（350ml）
ホップ由来の柑橘を思わせる清 し々い香りと、しっかりとした
苦みのバランスが絶妙なラガービール
●価格：600円
●ビアスタイル：インディアペールラガー
●ABV：5％　●IBU：45

★ビールは缶ビールをカップへ移し替えてのご提供となります。

LINE友だち限定！キーワードを送って
「選手サイン入りユニフォーム」などが
100名様に当たる！
フリ丸が場内に隠したキーワードを探して横浜FC公式LINEア
カウントにメッセージで送ると、その場で100名様に選手サイン
入りユニフォームなどが当たります！新規でお友だちを追加し
ていただいた方には全員に「2021F!カード」を1枚プレゼント！
ぜひご参加ください！
●時間：11：30～ハーフタイム終了まで
●賞品交換場所：場外「ホームゴール裏入場ゲート付近」

●詳細はこちら
https://yokohamafc.com/2021/11/29/1204linecampaign/

 1 GK 菅野　孝憲
 2 DF 田中　駿汰
 3 DF 柳　貴博
 4 FW 菅　大輝
 5 DF 福森　晃斗
 6 MF 高嶺　朋樹
 7 MF ルーカス フェルナンデス
 8 MF 深井　一希
 9 MF 金子　拓郎
10 MF 宮澤　裕樹
14 MF 駒井　善成
18 MF チャナティップ
21 GK 阿波加　俊太
22 GK 大谷　幸輝

24 DF 中村　桐耶
27 MF 荒野　拓馬
28 MF 青木　亮太
30 MF 田中　宏武
32 FW ミラン トゥチッチ
33 FW ドウグラス オリヴェイラ
34 GK 中野　小次郎
35 FW 小柏　剛
44 MF 小野　伸二
45 FW 中島　大嘉
46 FW 佐藤　陽成
47 DF 西野　奨太
48 FW ジェイ
50 DF 岡村　大八

北海道コンサドーレ札幌
［監督］ミハイロ ペトロヴィッチ

ブローダーセン

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

北海道コンサドーレ札幌は、2018シーズンからミハイ
ロ ペトロヴィッチ監督の下で攻撃的なチームを作り上
げてきた。システムは3-4-2-1。シャドーのチャナティッ
プや小柏剛はバイタルエリアで前を向いてボールを受
けると、ステップの細かいドリブルやテンポの良いコ
ンビネーションからシュートを狙ってくる。守備面では、
高い位置からのマンマーク気味のプレスが最大の特
徴だ。自陣からパスをつなごうとする相手に対し、タ
イトに人をつかまえて奪い取りに来る。横浜FCとして
はマンツーマン・プレスをうまくはがせるかが一つの
ポイントとなるだろう。セットプレーのスペシャリスト
である福森晃斗の左足にも警戒しなければならない。
ゴール前などでうかつにファウルをしてしまうと、フ
リーキックから失点するリスクが高まる。J2降格が決
まった後の第37節の大分トリニータ戦では0-2で敗れ
た。岩武克弥が「みんなの意思統一というか、気持ち
の高ぶりが甘かったと思う」と振り返ったが、ホームで
の最終戦に向けて改めてメンタルを一つにして臨まな
ければならない。泣いても笑っても最後の試合。今シー
ズンの集大成をぶつけて、勝利をつかみとろう。

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

スターティングメンバー予想

37
松尾

49
ブローダーセン

6
瀬古

22
岩武

26
韓

39
渡邉

4
高橋

14
ジャーメイン

38
シルバ

17
武田

2
マギーニョ

■横浜ウィート缶（350ml）
酵母由来の華やかな香りと横浜産小麦のやさしい味わい
の横浜スタイルの白ビール
●価格：600円
●ビアスタイル：ベルジャンウィートエール
●ABV：5.5％　●IBU：25

https://yokohamafc.com/2021/11/28/1204_sapporo_goods/
https://yokohamafc.com/2021/11/29/1204linecampaign/


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38節北海道コンサドーレ札幌戦に向けて

2021シーズン最終節は“キャッチーくん MATCH”。
改めまして“キャッチーくん”についてご紹介します。

【プロフィール】
得意の臭覚と聴覚で楽しいこと、
面白いことをキャッチしてみんなに発信していくよ～。
出生星：キャッチ―星
誕生日：ひ☆み☆つ
性別：男の子
性格：人なつっこく、さみしがりや
特技：ダンス、サッカー
仕事：いろいろなイベントに参加して会場を盛り上げること
趣味：サッカー観戦、音楽系イベント

地球上の頑張る方を応援しているキャッチーくん。
時々パンディアーニくんに間違えられることもありつつ、フリ丸と一緒に試合を盛り上
げてくれています！

▼公式TwitterとYouTubeはこちら
Twitter https://twitter.com/catchy_kun
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCj15kEF6OjRjWuuz3s4NGaQ
2020シーズンからは、ボールスタンドとして、審
判団にボールを渡すという重要な役目を果たし
ています！選手入場時のピッチ脇にぜひご注目
ください。2022シーズン優勝し、J1へ復帰させる
サポートをしてくれるはず！フリ丸を「ぱいせん」
と慕うキャッチーくんをこれからもよろしくお願
いいたします！

横浜FCのJ2降格が決定しました。
アウェイの地で苦汁を飲んだ開幕戦からスタートした2021
シーズンは勝ち星を掴むことができず苦しい船出となり、
11月20日のヴィッセル神戸戦での敗戦によって来シーズン
はJ2リーグを舞台に戦うこととなりました。
降格決定後の前節のアウェイ大分トリニータ戦ではチーム
の歯車がかみ合わず、遠方まで駆けつけてくれたファン・
サポーター、DAZNから応援してくれたファン・サポーター
に100％戦い抜く姿勢を見せることができず非常に後悔が
残る試合となってしまいました。
ハーフタイムにロッカールームで選手から飛び出した言葉。
「この一年間こんなに苦しんだのに、こんな終わり方でい
いのかよ！ピッチで選手としてのプライド見せろよ！勝とう
ぜ！」そう選手間で檄を飛ばし後半はリズムを取り戻し、闘
う姿勢を見せましたが、及ばず敗戦となりました。
あの悔しい一日から明けて最終戦に向けた今週、自分たち
は「何のために戦うのか」「なぜ戦うのか」「なぜサッカーを
しているのか」それぞれ自問自答し、そして最後に監督から
選手みんなにこのように伝えました。
「応援してくれるすべての人のために戦おう。感謝の気持ち
を持って最後までやり切ろう。」この言葉に呼応し、最終戦
を迎えていると信じています。
さらに今週は、応援してくれている方々の姿を少しでもリア
ルに感じることができるよう連日に渡り練習公開を行いま
した。横浜FCに関わるすべての人の想いを集結させ、2021
シーズン最終戦、改めて戦う理由を見出し、勝利を味わい
締め括りたいと思います。

（広報/松本雄一）

MATCH

▼LINEスタンプとグッズはこちら

キャッチーくんチアペーパーで三ツ沢をHAMABLUEにそめよう！
メインスタンド入場口、ホームゴール裏入場口で
お配りする「キャッチーくんチアペーパー」の
QRコードからアクセス！
抽選で楽しいプレゼントが当たる！！
最終戦もニッパツをHAMABLUEにそめあげましょう！ 選手入場時に掲げよう！

横浜FC応援大使
キャッチーくん

キャッチーくんクイズに参加して

豪華景品をゲットしよう！

2021最終戦
もちろん勝利をキャッチ！
来年J1昇格に向けて始動開始‼

見本

2021 横浜FC オフィシャルパートナー

https://twitter.com/catchy_kun
https://www.youtube.com/channel/UCj15kEF6OjRjWuuz3s4NGaQ
https://store.line.me/stickershop/product/1234312
https://www.catchy-kun.com/goods/
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