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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第2節］ VS. V・ファーレン長崎

KAMEKAWA 19
DF

MASASHI

02.27sun KICKOFF
14:00

３
度
の
Ｊ
１
昇
格
の
経
験
を
伝
え
た
い

ゼロからのアピール
今節の対戦相手であるV・ファーレン長崎から横浜FCに移籍加入してきた亀川
諒史。これまでJリーグ U-22選抜を入れると6チームを渡り歩いてきた亀川に
は、自身の哲学がある。それは、「厳しい環境に身を置く」ことだ。同一チームに
いた最長期間は3年。長くチームに在籍すると居心地が良くなってくるものだ
が、その環境に居続けるのではなく常に新しい場所へとチャレンジしてきた。し
かも、契約満了ではなくまだ契約が残っている状況でも移籍というものを選択
してきたのだ。
「環境を変えて、もう一度ゼロからアピールして勝負しないといけないという環
境に身を置くことをいつも考えています」
「人見知りだし、慣れるのに時間がかかるタイプ」である自身にとって新チーム
に移籍する決断というのは簡単なことではない。ただ、年齢を重ね、多くの移籍
を経験したことで「今回の移籍はすんなりと入れた」と亀川は言う。今季の横浜
FCについて一人一人の能力が本当に高いと感じており、メンバー争いも激しい。
「だからこそ、そういう環境に身を置いたわけで、そこは自分が意図したところで
あり、今は本当に充実しているなと思っています」
競争を楽しむ、それこそが亀川が求めた環境なのだ。

一喜一憂しすぎない
横浜FCは一年でのJ1復帰を目指して新たなシーズンに挑む。これまで個人とし
て3度のJ1昇格を経験している亀川の経験が、チームにとって大きなものになる
のは間違いない。昇格するために何が必要なのか――それを熟知している亀川
が、何度も口にした言葉がある。「雰囲気」だ。
「昇格するチームがどんな雰囲気かはわかっているつもりなので、それを伝えて
いかないといけないと思っています」
もう一つ、亀川が強調したのは「連敗を避けること」。J2は42試合を戦う上に、試
合と試合の間隔も短い。だからこそ、目の前の結果に一喜一憂しすぎず、次の試
合に向かっていくことが求められる。
「リーグ戦では一つの取りこぼしが大きな意味を持ってくる。負けた後に引き
ずってしまうと、勝ち点を取りこぼしてしまう。練習での声がけや雰囲気づくりが
大事になってきます。そういうところは年齢的にも僕が率先してやっていきたい
と思います」

“J1昇格請負人”として
第2節にして、早くも古巣・長崎と戦う。昨シーズンのJ2を4位で終えた長崎は、J1
昇格争いのライバルとなるだろう。松田浩監督が率いるチームについては「手強
い相手になるのは間違いない」と亀川は話す。
「個人のタレントで言えばJ 2トップクラスだと思いますし、昨シーズンからほとん
どの選手が残っていますし、ゾーンディフェンスが浸透している。長崎とこんな
に早く当たるとは思っていなかったですが（苦笑）、大きなポイントになる試合だ
と思っています」
それでも、新スタイルに取り組むチームの仕上がりについて「このサッカーをや
り続ければいい方向に向かっていく」と手応えを感じている。
ホームスタジアムとなったニッパツ三ツ沢球技場のピッチに立つ日を、亀川は楽
しみにしている。
「すごくワクワクします。サポーターのみなさんの力を借りて共に戦いながら、J 
1昇格に向けてやっていければ、最後には全員で笑って終われるはず。そういう
雰囲気を一緒に作ってもらえたら嬉しいなと思います」
“J1昇格請負人”の新たな挑戦が、今始まる。

記事／北 健一郎（スポーツライター）



PLAYERS FILE

 1 GK 富澤 雅也

 5 DF 奥井 諒

 6 MF 鍬先 祐弥

 7 FW クリスティアーノ

 9 FW 植中 朝日

10 MF カイオ セザール

11 FW エジガル ジュニオ

13 MF 加藤 大

15 DF 加藤 聖

16 DF 村松 航太

17 MF 秋野 央樹

18 FW 山崎 亮平

19 MF 澤田 崇

20 MF 大竹 洋平

21 GK 笠原 昂史

22 FW 奥田 晃也

23 DF 米田 隼也

24 DF 江川 湧清

25 DF 櫛引 一紀

26 DF 二見 宏志

27 FW 都倉 賢

28 DF 高橋 峻希

30 GK 浅沼 優瑠

31 GK 原田 岳

32 FW ビクトル イバルボ

33 MF 笠柳 翼

34 MF 五月田 星矢

35 MF 安部 大晴

対戦チームメンバー 一覧

横浜FC選手一覧

RECORD THE BLUE J2第2節Ｖ・ファーレン長崎戦に向けて

監督

四方田 修平
Shuhei YOMODA

GK1
大内 一生
Issei OUCHI

MF2
ハイネル
RHAYNER

DF3
中村 拓海
Takumi NAKAMURA

DF4
高橋 秀人
Hideto TAKAHASHI

DF5
ガブリエウ
GABRIEL Costa Franca

和田 拓也
Takuya WADA

MF7
松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

MF8
齋藤 功佑
Kosuke SAITO

FW9
クレーベ
Kléber

MF10
安永 玲央
Reo YASUNAGA

FW13
サウロ ミネイロ
Saulo Mineiro

田部井 涼
Ryo TABEI

FW15
伊藤 翔
Sho ITO

MF16
長谷川 竜也
Tatsuya HASEGAWA

DF17
武田 英二郎
Eijiro TAKEDA

FW18
小川 航基
Koki OGAWA

DF19
亀川 諒史
Masashi KAMEKAWA

イサカ ゼイン
Zain ISSAKA

GK21
市川 暉記
Akinori ICHIKAWA

DF22
岩武 克弥
Katsuya IWATAKE

DF23
杉田 隼
Hayato SUGITA

DF24
高木 友也
Yuya TAKAGI

MF25
中村 俊輔
Shunsuke NAKAMURA

韓 浩康
HAN Hogang

DF27

MF6

MF14

DF20

DF26

GK44

中塩 大貴
Daiki NAKASHIO

MF30
手塚 康平
Kohei TEZUKA

DF34
西山 大雅
Taiga NISHIYAMA

FW38
山谷 侑士
Yushi YAMAYA

FW39
渡邉 千真
Kazuma WATANABE

六反 勇治
Yuji ROKUTAN

FW47
フェリペ ヴィゼウ
Felipe Vizeu

FW48
山下 諒也
Ryoya YAMASHITA

GK49
スベンド ブローダーセン
Svend Brodersen

Ｖ・ファーレン長崎
［監督］ 松田 浩

1973年3月14日生
千葉県出身

2000年9月8日生
184cm/79kg
イタリア出身

1990年9月5日生
172cm/65kg
ブラジル出身

2001年3月16日生
179cm/70kg
大分県出身

1987年10月17日生
184cm/75kg
群馬県出身

1995年3月14日生
181cm/78kg
ブラジル出身

1988年12月21日生 
167cm/64kg
静岡県出身

1997年6月16日生
166cm/52kg
神奈川県出身

1990年5月2日生
187cm/79kg
ブラジル出身

2000年11月19日生
177cm/72kg
東京都出身

1997年6月17日生
184cm/85kg
ブラジル出身

1988年7月24日生
184cm/76kg
愛知県出身

1994年3月7日生
164cm/60kg
静岡県出身

1988年7月11日生
173cm/71kg
神奈川県出身

1997年8月8日生
186cm/78kg
神奈川県出身

1993年5月28日生
176cm/70kg
大阪府出身

1998年10月19日生
190cm/86kg
神奈川県出身

1996年6月4日生
173cm/70kg
大分県出身

2004年1月9日生
180cm/67kg
神奈川県出身

1998年5月23日生
176cm/71kg
神奈川県出身

1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

1997年6月8日生
181cm/67kg
埼玉県出身

1996年4月6日生
176cm/66kg
栃木県出身

MF33
近藤 友喜
Tomoki KONDO

2001年3月21日生
172cm/64kg
愛知県出身

1999年8月24日生
180cm/69kg
神奈川県出身

2000年6月11日生
176cm/70kg
神奈川県出身

1986年8月10日生
182cm 79kg
長崎県出身

1997年10月19日生
164cm/54kg
静岡県出身

1997年3月22日生
188cm/89kg
ドイツ出身

1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

1993年9月18日生
186cm/80kg
京都府出身

1997年5月29日生
174cm/78kg
東京都出身

1999年6月25日生
172cm/68kg
群馬県出身

1990年7月28日生 
170cm/63kg
神奈川県出身

1997年3月12日生
185cm 83kg
ブラジル出身

年間販売数20万個突破の大人気 看板商品
「しあわせなカレーパン」
30分に1度焼きたてパンが提供されるベーカリー、
ブーランジェリーボヌール

東京・神奈川に8店舗展開するベーカリー、ブーランジェリーボヌールは
こだわりの安心安全の材料を厳選し、焼きたてパンでしあわせを届ける
たくさんの人たちに愛されるパン屋さんです。

たくさんパンの中でもダントツで人気なのが「しあわせなカレーパン」。
牛肉がごろごろ・フルーツの甘みがしみ込んだボヌールオリジナルの
ルーと中はふんわり、外は粗め自家製パン粉を使って揚げたザクザク食
感が最高にマッチした自慢のカレーパン。
ひとくち食べれば、しあわせになること間違いなしです！

ブーランジェリーボヌール
三軒茶屋 本店
〈営業時間〉 8:30～21:00　〈所在地〉 東京都世田谷区太子堂4-28-10
栄通り店 8:00～21:00（カフェのみ close20:00）東京都世田谷区三軒茶屋1-36-2
六本木ヒルズ店 平日・土 8:00～21:00 / 日・祝10:00～21:00 
 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワーB1F
日比谷店 8:00～21:00 東京都千代田区有楽町1-1-2
梅屋敷店 8:00～21:00 東京都大田区蒲田2-1-1
笹塚店 7:30～21:00 東京都渋谷区笹塚2-10-7
元住吉店 8:00～21:00 神奈川県川崎市中原区木月3-17-12
読売ランド店 7:00～21:00（日曜日は～20:00） 川崎市多摩区西生田3-9-28
〈HP〉　https://boulangerie-bonheur.jp/
〈公式SNS〉
日比谷店Instagram  Twitter
（@boulangerie_bonheur_h） （@BonheurYakitate）

「勝ちにいく姿勢」
2点を先制するも追いつかれ、ドローで終わるかと思われた後
半アディショナルタイムにPKを獲得し３-２の劇的勝利を飾った
開幕戦。これは偶然ではなく、交代策や送り出されたインパクト
メンバー、チーム始動から積み上げた“攻めの姿勢”が手繰り寄
せた勝利でした。
四方田修平監督は、監督として4シーズン目にして初めて開幕戦
で勝利したと記者会見で話していましたが、横浜FCが開幕戦で
勝利を飾ったのは2017シーズンの松本山雅戦まで遡ること実
に5年ぶり。この試合には13,244人が駆けつけました。気になっ
て調べてみると、2018シーズンは10,779人（vs松本）、2016シー
ズンは9,929人（讃岐）、2015シーズンは6,794人（栃木）とJ2の
試合でも相手チームも含めて約10,000人近くがスタジアムに足
を運んでいました。
一方、先日の大宮戦は4,596人。もちろんコロナ禍であり感染拡
大も懸念される状況と、雨の予報、「バラまき」と言われる招待
施策をしない明確な方針をクラブとして持っているので一概に
比較対象にはなりませんが、数字だけ見るともっとやれたので
はないかと反省とともにモチベーションが高まるのを感じた
2022シーズンの幕開けでした。
無闇に招待して人を集めるよりも、チケットを購入していただき
来場していただけているのでクラブの経営としては健全です。
チームは戦っている、事業部側のスタッフも入念に準備をし、新
しい試みもしている。各所で開幕に向けて全力で準備はしてき
たものの、開幕戦三ツ沢を「満員」にしてHAMABLUEにそまる
スタジアムで選手を後押ししたい。そう言いつつも、もっと「スタ
ジアムを満員にする攻めのアプローチ」は色々できたはずです。
その「意識」の部分はもっと追い求めていきたいと思いました。
今年の四方田サッカーは、勝ちにいく攻めの姿勢と全力プレー
をお見せすること、そうすることでクラブ、サポーター、スタジア
ムの一体感を生み出します。
トップチームには引き続き攻めの姿勢で常に勝利を追い求め、
勝ち点３をご来場いただくファン・サポーターの皆様に届けても
らいたいと思います。クラブスタッフも勝利を後押しするため、
満員のスタジアムで選手を迎えられるよう今シーズン、攻めの
姿勢で多くの方にスタジアムにご来場いただけるよう、いよいよ
始まった長いシーズンを皆様とともに戦い抜きたいと思います。

（広報/松本雄一）

https://boulangerie-bonheur.jp/


2022 横浜FC オフィシャルパートナー

【2022横浜FC移動着ジャージ】
2022シーズンに選手が着用する移動着ジャージ
エンブレム入りの特別仕様で、スタジアム観戦にもぴった
りのアイテム
●価格：9,000円(税込)
●サイズ：S/M/L/XL
●素材：ポリエステル

【横浜FCデルガード】
芯折れの心配をせずにずっと書き続
けられるシャープペン・デルガードを
横浜FCオリジナルモデルにて販売！
芯に大きな負荷がかかると、デルガー
ドシステムがペン先端で芯をしっか
りとガード
●価格：880円(税込)
●サイズ：芯0.5mm

ブローダーセン

スターティングメンバー予想

18
小川

49
ブローダーセン

30
手塚

27
中塩

3
中村

47
ヴィゼウ

22
岩武

16
長谷川

8
齋藤

24
高木

20
イサカゼイン

昇格争いのライバルになるV・ファーレン長崎をホームに迎える今節。咋シーズンのJ2最
終順位は4位と、あと一歩のところで昇格を逃しただけに今季にかける想いは強いもの
があるだろう。J2の戦い方を熟知しており、昨季途中から指揮をとる松田浩監督の目指
すサッカーもチームに浸透してきている。堅守が持ち味の長崎に対し、横浜は厚みを持っ
た攻撃でゴールに迫る回数を増やしていきたい。要注意なのは、柏レイソルから新加入
したクリスティアーノだ。スピードとパワーを兼ね備えており得点力が高い。彼に仕事を
させないことが試合の結果を左右するだろう。早くも迎えた、今季のポイントとなる一戦。
ホーム ニッパツ三ツ沢球技場での2試合目を勝利で飾りたい。

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

TODAY’S POINT   今日の見どころ

今節は様々な新グッズが登場！　ぜひお買い求めください
●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)　●時間：11:30～試合終了後30分後まで

フリ丸×ヴィヴィくんコラボグッズ発売！！
フリ丸とヴィヴィくんの初のコラボグッズ！ぜひこの機会にお買い求めください♪
●場所：フリ丸×ヴィヴィくんコラボグッズ販売ブース(場内バックスタンド11番ゲート付近)
●時間：11:30～試合終了後30分後まで(商品が無くなり次第、終了となります)

横浜FC公式オンラインストアもご利用ください
KOKI SAITO FIELD トートバッグ、タオル、Tシャツ、パーカーは横浜FC公式オンラインストアで！！
※2月28日（月）12：00～　販売開始
https://www.yokohamafc.com/2022/02/20/koki-saito-field-goods/

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。

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

2022シーズンよりフードエリアを「三ツ沢横丁」
としてバックスタンドに集約して出店！
全店舗のメニューを目で見て、これだ！と思うスタグルをお楽しみ
ください！
※三ツ沢横丁内はグッズ規制はございませんので、どなたでもご利用いただけます。
　メニューの詳細は「イベント情報」でご確認ください。

長崎物産展 出店！
V・ファーレン長崎をホームに迎える一戦
戦いの前には敵地の名産品を食らえ！
長崎県の名産、銘菓などを取り揃えた「長崎物産展」を出店します！
ぜひご賞味ください！
同ブースでは長崎市観光大使のももいろクローバーZがデザインした手ぬ
ぐい5枚セット（6,000円相当）などが当たるガラポンチャレンジを開催！
税込2,000円毎に参加できますので、ぜひご参加ください。
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近
●時間：10時～後半キックオフまで

●場所：バックスタンドコンコース8～10番ゲート付近
●時間：開門～後半キックオフまで

≪イベント情報はこちらから≫
https://yokohamafc.com/g/220227_nagasaki/

ジャパントータルサービス株式会社
株式会社イーツー・インフォ
株式会社横浜ソイル
三沢電機株式会社
MS神奈川静岡株式会社
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
株式会社谷川商店
御菓子司 うさぎや
イー・コネクション株式会社

株式会社ホンマ
山田サービサー総合事務所
首都高メンテナンス神奈川株式会社
株式会社アイネット
旭建設株式会社
株式会社イワサワ
Izakaya さがみ
パナックスジャパン株式会社

【ガチャガチャ 千社札キーホルダー】
選手が大胆にこっそり覗き込んで
いるようなデザインの千社札キー
ホルダー！
ぜひコレクションしてください♪
●価格：1回/500円(税込)
●ラインナップ：全33選手
●サイズ：約W50×H60㎜
●素材：MDF

【フリ丸×ヴィヴィくんコラボタオルマフラー】
癒されたいときのワンアイテム！
●価格：2,500円(税込)
●サイズ：約20cm×110cm
●素材：表面 ポリエステル/
　　　　裏面 コットン

【フリ丸×ヴィヴィくんコラボキーホルダー】
お気に入りのバッグに付けてお
出掛けしてみてください♪
●価格：800円(税込)
●サイズ：約7cm×7cm
●素材：アクリル

【KOKI SAITO FIELDキーホルダー】
お気に入りのバッグに付けても◎
●価格：880円(税込)
●サイズ：約W60mm×H48.7mm
●素材：アクリル

【KOKI SAITO FIELDアクリルスタンド】
インテリアとしても存在感のある
アイテム
●価格：2,200円(税込)
●サイズ：約W100mm×H90.7mm
●素材：アクリル

【フリ丸×ヴィヴィくんコラボハンドタオル】
バッグやポケットに入れて持ち運
びやすいサイズ感なのでぜひお
出掛けに持って行ってください♪
●価格：900円(税込)
●サイズ：約20cm×20cm
●素材：ポリエステル

【フリ丸×ヴィヴィくんコラボクッション】
片面はフリ丸が、片面にはヴィ
ヴィくんが！ふわふわもちもちの
触り心地で、お部屋やお車のイン
テリアにもぴったり◎
●価格：3,000円(税込)
●サイズ：約30cm×30cm
●素材：ポリエステル

横浜FC応援ソングを歌う、
Olelaelo「Wake Up!!」の
スペシャルライブを開催
サポーターみんなで拳を突き上げ、熱い闘志をピッチに届けま
しょう！
Wake Up!!はクラブ・選手・サポーター・スタジアムを繋ぐ架け橋となる
応援ソングです。一丸となるために目を覚ませ！目の覚めるようなプレー
を見逃すな！目覚めよ本能！さあ、今こそWake Up!!
●場所：メインスタンドピッチ横　●時間：ハーフタイム

KOKI SAITO FIELDグッズ！
横浜FC・LEOCトレーニングセンター内の人工芝グラウンドを「KOKI SAITO FIELD」と命名したことを記念し、KOKI 
SAITO FIELDグッズを販売いたします！KOKI SAITO FIELDグッズの収益はすべて、横浜FCフットボールアカデミーの
活動費に充てられます。KOKI SAITO FIELDについてはこちらから
https://www.yokohamafc.com/2022/02/20/kokisaitofield/
●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)
●時間：11:30～試合終了後30分後まで(商品が無くなり次第、終了となります)

https://yokohamafc.com/g/220227_nagasaki/
https://www.yokohamafc.com/2022/02/20/koki-saito-field-goods/
https://www.yokohamafc.com/2022/02/20/kokisaitofield/

