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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第7節］ VS. モンテディオ山形
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ずっとキャプテンを任せられていた
昨年7月にブラジレイロ・セリエA所属のセアラーSCより期限付き移籍で加入し
たフェリペ ヴィゼウ。2シーズン目となる今シーズンは、横浜FCの攻撃を前線で
牽引している。
「チームが難しい状況の中での加入となりましたが、J1に残留させるという目標を
持っていて、自分たちには自信がありました。残念ながら叶いませんでしたが、一
日たりとも諦めたことはありませんでした」
J2にカテゴリーを落とすことになったが、「クラブからの信頼を感じた」ことが決
め手となり、今シーズンもチームに残るという決断をした。
「J2に降格してしまいましたが、チームにポジティブなものを残したいという思い
から、この決断に至りました。日本での生活に満足していますし、サッカーをする
ことに集中できるのは大きいです」
体格を生かしたキープ力を武器に前線でボールを収め、ペナルティエリア内では
高い決定力を発揮する。加えて、熱いハートの持ち主でもある。
「フラメンゴのユースでも、年代別代表でもキャプテンを任されていたのですが、
自分のパーソナリティからくるものだと思います。チームのために何をすべきか
を常に考えています」
天性のキャプテンシーは横浜FCにも間違いなくプラスの影響をもたらしている。

ベンチの選手も流れを変えられる
四方田修平新監督の下、新たなサッカーを構築している横浜FC。プレシーズン
から合流できた今シーズンは、チームとしても個人としても手応えを感じている
という。
「チームは本当に良い状態にあります。スタートで出る11人だけではなく、ベンチ
のメンバーも流れを変えられるのが、私たちの強みです」
今シーズンの横浜FCはFWのポジション争いも激しい。誰がスタメンで出てもお
かしくないが、その中で試合に出続けるためには何が必要になるのか。
「監督が求めることに応えていくこと。FWなので点を決めることが大事であり、
そこにフォーカスしていきたいです」
チームは開幕4連勝のスタートダッシュを飾った。ヴィゼウ自身も、アウェイのファ
ジアーノ岡山戦で得意のヘディングから初ゴールを決めた。
「自分が入ってなんとか決めてやろうという気持ちで入って、チームにとって大事
な同点ゴールを挙げることができてうれしいです」

攻撃することにこだわっている
「自分の特徴はエリア内での強さを発揮してゴールをとること」
攻撃の起点となるパワープレーや、前に向かっていく推進力も魅力だが、FWとし
て何よりもこだわっているのが「ゴール」だ。
「ワントップとしてプレーするのか、シャドーでプレーするのかは、自分の中では
どちらがいいというのはありません。前でプレーすること、FWとして攻撃するこ
とにこだわっている」
母国から離れてプレーするヴィゼウにとって、チームメイトに4人のブラジル人選
手がいることはとても心強い。彼には「本当のファミリーのような仲間」がいる。
「試合に出ている選手も出ていない選手もモチベーションを上げたりハグをした
り、コミュニケーションをとって、お互いに助け合っています」
自らのゴールで一つでも多くの勝利をもたらす。“熱血ストライカー”は横浜FCの
J1昇格へ力強く牽引していく。

記事／北 健一郎（スポーツライター）



PLAYERS FILE

 1 GK 後藤 雅明

 2 DF 山﨑 浩介

 3 DF 半田 陸

 5 DF 野田 裕喜

 6 DF 山田 拓巳

 7 MF 岡﨑 建哉

 8 MF 小西 雄大

10 MF 山田 康太

11 FW 藤本 佳希

13 FW 鈴木 国友

14 MF 新垣 貴之

15 MF 藤田 息吹

16 GK 長谷川 洸

17 MF 加藤 大樹

18 MF 南 秀仁

19 DF 松本 怜大

20 MF チアゴ アウベス

21 DF 吉田 朋恭

22 MF 河合 秀人

23 GK 藤嶋 栄介

24 MF 横山 塁

25 MF 國分 伸太郎

26 DF 川井 歩

27 FW 松本 幹太

28 FW 荒川 永遠

30 DF 坂本 稀吏也

31 DF 木村 誠二

32 GK 大友 竜輔

33 FW 木戸 皓貴

対戦チームメンバー 一覧

横浜FC選手一覧

RECORD THE BLUE J2第7節モンテディオ山形戦に向けて

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

DF27

MF6

MF14

DF20

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

モンテディオ山形
［監督］ ピーター クラモフスキー

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

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

明日からスタート！
3/31（木）～4/6（水）の期間限定！
「鮨 銀座おのでら」が、新宿高島屋に出店

今回限定の特別コース　12,000円（税込）
（握り12貫＋茶碗蒸し・玉子焼き・お椀付）
（マグロ赤身・中トロ・大トロ・中落ち・金目鯛昆布締め・スミイ
カ・小肌・車海老・あわび・うに・春子鯛・いくらTKG、1人前） 

「鮨 銀座おのでら」が、3/31（木）～4/6（水）の期間限定で、
「新宿髙島屋」にて開催される「春の美味コレクション」に出
店いたします。豊洲のマグロ専門仲卸「やま幸」の本マグロ
を贅沢に使用し、「鮨 銀座おのでら 弟本店」の名物「いくら
TKG」を加えた、ここでしか味わえないコースをご提供。本
物の江戸前鮨を、会場でぜひお楽しみください。

【「春の美味コレクション」概要】
日程：3月31日（木）～4月6日（水）
会場：新宿髙島屋　11階 催会場（イートイン）
時間：11時00分～19時00分（最終入店18時）　
※最終日は最終入店16時、各回1時間制とさせていただきます。
予約方法：3月28日(月)10時30分より、新宿高島屋の特設
WEBサイトにて承ります。
※お席に空きがございましたら当日のご案内も可能です。
提供メニュー：8,000円（税込）、12,000円（税込）コースの2
種類になります。

「総力戦」
3/26のアウェイでの甲府戦からチームは今シーズン初
の連戦となり、過密日程の長いシーズンにおいてこれか
らはチームの総合力がより重要に。逆に言うとこれまで
メンバー入りしていない選手全員にチャンスがあるとい
うことで、より一層選手たちは熱を帯びてトレーニング
に臨んでいるように見えます。
今シーズンの横浜FCには、サポーターの皆さんがピッチ
でプレーを見たいという選手がまだまだ多く控えていま
す。昨シーズン、チームに希望をもたらしたサウロ ミネイ
ロ選手、ガブリエウ選手や大卒ルーキーの田部井涼選
手、さらには横浜FCユースから昇格した杉田隼選手な
ど新たな注目株も多く、四方田監督もメンバー選考の際
に頭を悩ませている様子です。
この総力戦のポイントとなってくるのは他のメンバーから
の突き上げ。
現在スタメンで出場している選手のポジションを脅かす
存在が数多く現れチーム内で切磋琢磨することで、より
競争力が高まりチームは強くなります。それはトップチー
ム内だけでなく、ユースの選手が練習参加した際にその
才能の片鱗を見せてくれることも多々あります。横浜FC
では、未来の横浜FCトップチームでプレーをする選手を
育成するアカデミーに力を入れています。アカデミーで
育つ選手はクラブの財産です。
今節モンテディオ山形戦では、アカデミーの強化をサ
ポートする育成基金「フェニックスクラブ」の募集受付も
スタジアムで行います。ご支援いただいた協賛金はすべ
て、アカデミーの強化・育成を目的に活用させていただき
ます。
当日スタジアムで入会いただいた皆様には、アカデミー
出身の４選手（No.1 大内一生、No.8齋藤功佑、No.10 
安永玲央、No.23 杉田隼）の直筆メッセージとサイン入り
のポストカードをプレゼントいたします。
ぜひ、当日ホームゴール裏コンコース１４番ゲートへお越し
ください。お待ちしています。今節もともに戦いましょう。

（広報/松本雄一）



2022 横浜FC オフィシャルパートナー

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

ブローダーセン

スターティングメンバー予想

15
伊藤

49
ブローダーセン

8
齋藤

17
武田

19
亀川

18
小川

22
岩武

16
長谷川

30
手塚

24
高木

20
イサカゼイン

モンテディオ山形をホームに迎える今節。2年連続でJ2で7位となった山形は、ピーター
クラモフスキー体制2シーズン目となる今季こそJ1昇格を狙っているだろう。横浜F・マリ
ノスでアンジェ ポステコグルー前監督の右腕だったクラモフスキー監督は、スピードに
乗ったコンビネーションと、DFラインを高く保ってプレスをかけるアタッキングフットボー
ルを山形でも構築してきた。横浜FM時代から“プリンス”と呼ばれた山田康太、東京ヴェ
ルディ出身の南秀仁、愛媛FCで昨季10ゴールを挙げた藤本佳希など、テクニックとスピー
ドを併せ持った選手が多数いる。3-2で勝利した第4節の水戸ホーリーホック戦と同様に
激しい打ち合いになってもおかしくないだろう。

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

TODAY’S POINT   今日の見どころ

今シーズン初のナイトゲーム！選手が移動着にも使用した「FULIE HOODIE」
など、多数のグッズを準備して皆様のお越しをお待ちしております。

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。

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

【サテン巾着（選手集合ver.）】
アクセサリーやモバイルバッテリー、ガチャガチャを入れるのにも
重宝します◎
試合観戦の記念にもぴったり！
●価格：2,000円（税込）　●種類：1種類
●サイズ： 210×170mm　●素材：サテン生地

【マグカップ（選手集合ver.）】
2チームに分かれているのでペアで揃えるのもおすすめ！
マグカップとして使うことはもちろんのこと、小物入れとして使っても◎
●価格：1,500円(税込)
●種類：2種類(No.1～No.18の選手+フリ丸/No.19～No.49の選手)
●サイズ： 95×82mm　●素材：陶器

【ハンドタオル（選手集合ver.）】
2チームに分かれているので揃えてみてください♪
●価格：1,200円(税込)
●種類：2種類(No.1～No.18の選手+フリ丸/No.19～No.49の選手)
●サイズ： 300×300㎜
●素材：綿、ポリエステル

育成サポート基金「フェニックスクラブ」入会者募集

渡邉将基氏が来場

■ご入会対象：個人・法人・団体・店舗の皆様
■ご協賛金：5,000円（税込）/１口
■会期：2022年2月1日から2023年1月31日まで
■会場限定特典：会場でご入会いただいた方限定で「アカデミー
出身選手メッセージ入りポストカード」と「オリジナルステッカー」
をプレゼント！（1口につき各1枚）
●場所：ホームゴール裏コンコース14番ゲート前
●時間：16:30 ～後半キックオフまで
★オンラインからでもお申込みいただけます。
https://yokohamafc.com/academy/phoenix/

【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。
生地には、肉厚なコットン地を採用し、シーズンを通して長く
ご着用いただけます。
肌寒いナイトゲームでも活躍するアイテム！
●価格：9,900円(税込)
●サイズ：S/L/XL/XXL　※Mサイズは完売となっております。
●販売場所：
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）

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

☆モンテディオ山形 グッズ売店出店
モンテディオ山形グッズをご購入できる貴重な機会ですのでぜひお買い求めください。
●販売場所：場内バックスタンド10番ゲート付近
※ホームエリアとなっておりますが、こちらのエリアに入る時のみアウェイグッズを外していただければアウェイサポー
ターの方も入ることができます。

●販売時間：16:30～ハーフタイムまで
●お支払い方法：　・現金　・クレジットカード（JCB、VISA、mastercard、AMERICAN EXPRESS）　
　・QR・バーコード（PayPay、楽天ペイ、d払い、LINE Pay、ALIPAY）　・電子マネー（交通系ID、iD、WAON）

横浜FCはJリーグや日本代表、そして世界に羽ばたき活
躍する選手育成を目指し活動しています。
横浜FCの育成サポート基金「フェニックスクラブ」にご入
会いただき、横浜FCフットボールアカデミーのサポートを
お願いいたします。
皆様にご支援いただきましたご協賛金は、アカデミーの
強化・発展に活用させていただきます。
アカデミーで育ち、羽ばたいた選手たちに続き、トップ
チームで活躍する姿を皆様にお届け出来るよう、選手の
育成に取り組んでまいります。
2022シーズンも、横浜FCフットボールアカデミーへのサ
ポートをよろしくお願いいたします！

2010～2012、2017-2018と計5シーズンに渡り
横浜FCを支え、2022年3月に引退を発表した
渡邉将基氏が来場します！
サイン会を実施するほか、スタジアムイベント
への参加および引退のご挨拶を実施。
ぜひお楽しみに！

《渡邉将基氏 参加イベント概要》
■サイン会
●時間：17:00～17:30
　※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
■引退ご挨拶
●時間：17:45～17:50
　※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
●時間：17:50～17:55
●場所：メインスタンドピッチ横

★全選手が集合したデザインの各種アイテムが登場！
●販売場所：ガチャガチャブース(場外ホームゴール裏入場ゲート横/場内メインスタンドグッズ売店前)
●時間：16：00～試合終了後

株式会社原町加工紙
株式会社西堀競走馬診療所
株式会社キット
渡辺商事株式会社
司法書士田中和亜事務所
原貿易株式会社
有限会社正木建築研究所
たまごcafeごはん

https://yokohamafc.com/academy/phoenix/

