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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第4節］ VS. 水戸ホーリーホック
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「完全移籍」という決断
ジュビロ磐田から完全移籍で加入した小川航基は、横浜FCのJ1昇格の鍵を握る
存在だ。中心選手となって結果を残す――決断の背景には強い思いがあった。
桐光学園高校を卒業後、“高校ナンバーワンストライカー”として大きな期待を受け
てプロの世界に飛び込んだ。しかし、自身が思い描いていた結果を残せずにいた。
「ガクッと落とされたじゃないですけど、プロの厳しさを痛感しました」
小川にとって横浜は生まれ育った街である。地元のクラブをJ1昇格に導くため
に、“爆発的な活躍”をするためにやって来た。磐田に残るという選択肢もある中
で、横浜FCのビジョンと自分の考え方がマッチしたことが決め手となった。
「ここから這い上がって、さらに上を目指していき、トップレベルの選手になって
いきたい。そのために、横浜FCに行こうと思ったんです」
開幕戦ではさっそく初ゴールを決め、チームも勝利したが、喜んだのはその日だ
けだったという。「小川は開幕戦だけだったな」と言われないためにも、すぐに次
の戦いを見据えた。
「ゴールで勝利に貢献できたのは個人としてもチームとしても今後にプラスに
なっていくと思いますが、まだ始まったばかり。開幕戦のことは忘れて次の一戦
に向けて切り替えていきたい」

チームの勝利と自身のゴール
小川が開幕戦で起用されたのはシャドーと呼ばれるポジションだった。最前列
から1つ下がったポジションで、攻撃の構築にも関わる仕事も求められる。それ
でも、小川は「トップでもシャドーでもゴールにこだわる」と思ってやってきた。
磐田在籍時、出場時間が限られる中でも大事なところでゴールを決めてきた。
「得点王を狙いたい」と言うように、ゴールへのこだわりは並々ならぬものがあ
る。チャンスを確実に決めるにはメンタルが整っていることも必要だと話す。
「自分がどんなメンタルの時にゴールを決められてきたかは感覚としては持って
います。メンタル的に良い状態をしっかりとキープしていきたい」
生粋のストライカーであるが故に、若い頃はチームの勝利よりも自身のゴールが
大事だと思っていた時期があったという。プロとしてキャリアを重ねる中で、その
考えには変化が生まれた。
「チームがうまくいっていれば、必然的にチャンスも増えます。前線からのディ
フェンスや、体を張ったポストプレーなど、チームのためにプレーしているときこ
そ自分にチャンスが回ってくると気づいたので、そこを一番に考えています」

昇格争いで前進するために
第4節では、小川がかつて2019シーズン期限付き移籍でプレーした水戸ホー
リーホックをホームに迎える。水戸では17試合7得点という結果を残した。自分
を蘇らせてくれたクラブに対して感謝の思いを持っており、今でも好きだという
水戸との試合に気持ちが入らないわけがない。
「お世話になったクラブに恩返し弾で自分の存在意義を証明したい」
今シーズンの序盤戦は昇格候補チームとの対戦が続く。「相手どうこうは関係ない」
が、ここで一つでも多くの勝点を得ることがJ1昇格に向けて一歩リードすることに繋
がる。
「ここで勝たないと終盤に響いてくるので、しっかり一試合一試合勝つことでス
タートダッシュを切りたいと思います」
監督も変わり、選手も入れ替わって新しいチームになった横浜FC。このチームで
小川が成し遂げたいことはチームの勝利だけではない。
「もっとたくさんの人たちにスタジアムに足を運んでもらえるようにしたい。僕た
ちが魅力のある試合をすることが大事だし、個人としてもゴールを決めてチーム
をJ1に昇格させられるように頑張りたい」
“爆発的な活躍の年に”するために、自らのゴールで横浜FCを勝利に導く。

記事／北 健一郎（スポーツライター）



PLAYERS FILE

 1 GK 本間 幸司
 2 DF 後藤田 亘輝
 3 DF 大崎 航詩
 4 DF タビナス ジェファーソン
 7 MF 曽根田 穣
 8 MF 森 勇人
 9 FW 安藤 瑞季
10 MF 金久保 順
11 MF 高井 和馬
13 DF 楠本 卓海
14 MF 椿 直起
15 FW 木下 康介
16 MF 前田 椋介
17 MF 新里 涼
18 MF 音泉 翔眞
19 FW 村田 航一
20 FW 梅田 魁人

21 DF 山田 奈央
22 MF 土肥 航大
25 MF 平塚 悠知
28 GK 山口 瑠伊
29 DF 田辺 陽太
30 MF 髙岸 憲伸
32 GK 小澤 章人
33 DF 三國 スティビアエブス
34 MF 杉浦 文哉
38 FW 唐山 翔自
39 MF 柳町 魁耀
40 DF 黒石 貴哉
41 GK 中山 開帆
43 MF 鈴木 喜丈
45 GK 茂木 秀
47 DF 松田 隼風

対戦チームメンバー 一覧

横浜FC選手一覧

RECORD THE BLUE J2第4節水戸ホーリーホック戦に向けて

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

水戸ホーリーホック
［監督］ 秋葉 忠宏

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

焼き立てでしあわせをとどけるベーカリー、
ブーランジェリーボヌール
春の食材をふんだんに使った今月の新商品が登場

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）当面の間木曜日定休日
 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）

フルーツサンド～とちおとめ～
甘酸っぱい香りのジューシーないちご、さっぱり仕
上げた特製マスカルポーネクリームがしっとり食パ
ンと絶妙にマッチしたおいしさ。

菜の花と筍のクロワッサンキッシュ
春の味覚、菜の花・筍とベーコンを合わせて焼き上
げました。クロワッサン生地がサクサク食感・バター
の香り豊かなキッシュです。アツアツで食べるとさら
においしい一品です。

白桃と自家製クリームのパン
濃厚な自家製カスタードクリームと白桃
をふんわりパンにトッピング。
みずみずしい白桃のやさしい甘さがふ
わっと広がります。

「勝利の効能」
開幕から３連勝。大宮、長崎、大分とJ１昇格のため序盤に必ず
勝っておきたい相手との闘いに、勝利することができました。
3月6日に行われたアウェイ大分トリニータ戦、試合前のロッカー
ルームではスベンド ブローダーセン選手が「去年のリベンジを
しよう」と声をかけ全員と握手をして試合に臨み、フェリペ ヴィ
ゼウ選手が「大きな目標を達成するために強い志を持って、やる
べきことをチームのためにやる、アウェイ第一戦必ず勝とう」と
選手を鼓舞。
中村俊輔選手はイサカ ゼイン選手や小川航基選手に個別に細
かくアドバイスを送るなど、昨シーズンの悔しさを知る選手たち
のこの一戦にかける強い想いが感じられました。
前半に先制されるも同点に追いつき、後半勝つために攻撃的な
選手を立て続けに投入し、交代したシンデレラボーイ山下諒也
選手が見事に仕事をやってのけました。
開幕からここまで3試合ですが、間違いなくチームは勝ち癖が
ついてきていると思います。先制されても暗い雰囲気にならず、
アグレッシブな戦いも継続できます。
スタジアムに駆け付けてくれたファン・サポーターの太鼓や手
拍子も最後まで鳴りやまず、全員で勝利のために戦えていると
感じました。
勝つことで、試合後も空港で、笑顔でファン・サポーターの皆さ
んと顔を合わせられますし、貴重な休日を使って遠方まで応援
に来ていただいた皆さんの旅も良い思い出だったと振り返れる
と思います。
何よりもこの一週間を過ごす気分が自分自身も違うなと感じま
すし、多くのファン・サポーターの皆さんもそうだと思います。
勝利に一喜一憂したとしても、クラブは勝敗に関わらず多くの方
にスタジアムにご来場いただくことやエンターテイメントにチャ
レンジし続けることが大切です。勝利することで得られる様々
なポジティブな効能を、クラブが掲げるビジョンや達成すべき
ミッションに向けて力に変え、多くの方に横浜FCを好きになっ
ていただけるよう、チームとともにクラブも成長していければと
思います。
水戸戦も熱い応援をよろしくお願いします。

（広報/松本雄一）

キッチンカーにて
「しあわせなカレーパン」
販売中！
本日横浜FCホーム側 
LEOCキッチンカーにてブー
ランジェリーボヌール1番人
気の「しあわせなカレーパ
ン」を販売しております。
揚げたてのアツアツを片手
にアツい1日にしましょう★

https://boulangerie-bonheur.jp/


2022 横浜FC オフィシャルパートナー

ブローダーセン

スターティングメンバー予想

8
齋藤

49
ブローダーセン

4
高橋

27
中塩

3
中村

18
小川

22
岩武

15
伊藤

30
手塚

24
高木

20
イサカゼイン

昨季J2を10位で終えた水戸ホーリーホックは今季こそJ1昇格を狙っているだろう。秋葉
忠宏監督になって3年目を迎えた新シーズンの合言葉は「名実ともにJ1昇格に値するクラ
ブへ」。要注意なのは、浦和レッズから新加入したFW木下康介だ。190cmと圧倒的な
高さを誇るストライカーは、横浜FCユースから直接海外に渡ってキャリアを積んできた。
浦和に加入した昨季はノーゴールに終わったが、水戸移籍後、初の試合となったベガル
タ仙台戦では早速ゴールを決めた。四方田修平監督の下で取り組んできた高い位置か
らのマンツーマンプレスで、良いボールを木下に入れさせないことが重要になるだろう。
チーム一丸となってホーム3連勝をつかみ取りたい。

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

TODAY’S POINT   今日の見どころ

魅力的な新商品の大物、小物、オーセンティックユニフォームをそろえて
皆様のご利用をお待ちしております。ぜび、お買い求めください！
●場所：メインスタンド／ホームゴール裏コンコース　●時間：11:30～

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。
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
株式会社シンワ工業
株式会社シラキ
しなのメンタルクリニック

【2022横浜FCオーセンティックユニフォーム 1st】
「HIGH FLYING FULIE」をテーマに、ニッパツ三ツ沢球技場に
集まる熱きサポーターと、クラブのシンボルであるフェニックス
をかけあわせ、「躍動し、羽ばたく選手たち」を横浜FCの「Y」と
してシンボリックに表現。オーセンティックユニフォームは光沢
のある軽量エンブレムを使用し、パートナーロゴ含む全てのロ
ゴは転写圧着加工で仕上げています。
●価格：25,630円(税込)
●サイズ：S/M/L/XL/XXL/3XL

【2022横浜FCプラクティスシャツ】
選手たちが着用しているトレーニングウェアのプラク
ティスシャツ。
吸汗速乾性にも優れ、運動時のベタつきや汗冷えを防
止し、さらに脇や裾に接触冷感素材を使用しているの
で快適に運動ができます！
●価格：13,000円(税込)
●サイズ：M/L/XL
●素材：ポリエステル100％

【ガチャガチャ 肖像アクリルスタンド】
選手の写真を使用したアクリルスタンド！
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W33mm×H59mm
●素材：アクリル

横浜FC×赤十字 献血応援プロジェクト
ホームゲーム会場に献血バス来場

ホーリーくん来場決定！

献血にご協力いただいた方に「けんけつちゃん＆
フリ丸コラボグッズ」と「2022選手サイン入りF！
カード」を進呈します。また、「骨髄バンクドナー」
にご登録いただいた方には、記念品を進呈します。
血液は長期保存や人工的に作ることができません。
輸血が必要な患者さんの命を救うために、この
機会にぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

●時間：10:00～14：00まで
　　　　※キックオフは14：00です。
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近

水戸ホーリーホックのマスコット「ホーリーくん」が来場！
フリ丸と一緒にいろいろなイベントに参加します。
お楽しみに！

★記念品
「けんけつちゃん×フリ丸オリジナルコラボ缶
バッジ」または「けんけつちゃん×フリ丸オリジ
ナルコラボミニタオル」のどちらかお好きなほう
をプレゼント！さらに、「2022選手直筆サイン入り
Ｆ！カード」もプレゼントします！
※選手は選べませんのでご了承ください。

≪献血のご予約≫　　　　　
献血のご予約はこちらから　→　https://www.kenketsu.jp/Login?startURL=%2F
当日はご予約の方を最優先にご案内いたします。

■献血をご遠慮いただく場合についてはこちらから
http://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/

■献血の基準についてはこちらから
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa/donation/m2_01_02_detail.html

イチオシ！【FULIE HOODIE】
「FULIE」のロゴを胸に配した
フーディ
綺麗なシルエットが、男女問わず
かっこよさを際立たせます。
肉厚なコットン生地は、シーズンを通し
て長くご着用いただけます。
●価格：9,900円(税込)
●サイズ：S/M/L/XL/XXL

弁護士法人なかま法律事務所
北海ラーメン蝦夷
石黒秀雄
稲垣薬品興業株式会社
gootara cafe
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CIJ
株式会社グリフィン・パートナーズ
株式会社スタジオアウパ

https://www.kenketsu.jp/Login?startURL=%2F
http://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa/donation/m2_01_02_detail.html

