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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第8節］ VS. ＦＣ琉球
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不本意だった1年目
頼りになる男が、帰ってきた。松本山雅FCへの半年間の期限付き移籍を経て、横
浜FCに復帰した伊藤翔のことだ。
中京大学付属中京高等学校を卒業後、Jリーグに入らずにフランスのグルノーブ
ルでプロとしてのキャリアを踏み出した。2010年からは清水エスパルス、横浜F・
マリノス、鹿島アントラーズと名門クラブでゴールを量産してきた。
2021シーズン、豊富な経験と実績を買われたストライカーはHAMABLUEのユニ
フォームに袖を通す。しかし、横浜FCでの1年目は伊藤にとって不本意なシーズ
ンとなってしまう。
「昨シーズンは気持ちの浮き沈みの中で、メンタルと身体のコンディションが上
がらなかった」
ベンチで過ごす時間が多かった伊藤にオファーが届く。松本を率いる名波浩監
督だった。これまで同じチームで戦ったことはなかったが、“兄貴分”と慕っていた
名波監督の下でプレーすることを決断した。
「名波さん以外から声をかけられていたら移籍したかどうかはわかりません。
チームはJ3に降格してしまいましたが、どんどん自分のプレー感覚が研ぎ澄まさ
れていく感じはしました。サッカー選手としてまだやっていけると思えた、大事な
半年になりました」

勝負強さを見せた２ゴール
「昨シーズンとはあらゆる面で別のチームになっていると思います」
1年でのJ1昇格を目標に掲げる2022シーズン。伊藤が復帰した横浜FCは北海道
コンサドーレ札幌でヘッドコーチを務めた四方田修平新監督を招聘して、新たな
スタイルに取り組んでいる。
「オフシーズンもトレーニングをこなし、キャンプも監督が負荷を調整してくれて、
怪我もせずやれたのが大きい」
開幕からの２試合は途中出場で2連勝に貢献した。初スタメンとなった第3節の
大分トリニータ戦ではゴール前のこぼれ球に詰めてゴールネットを揺らす。第4節
の水戸ホーリーホック戦では、イサカ ゼインの右からのクロスを打点の高いヘ
ディングで叩き込んだ。2試合連続でビハインドを背負った試合を振り出しに戻
し、勝負強さを見せつけた。だが、本人は「こんなものじゃない」と話す。
「コンディションは上向いているので、ここからもう一段上がれるという感覚がある」
小川航基、長谷川竜也との3トップでは、テクニックとポジショニングに長けた長
谷川が攻撃の起点となって、小川と伊藤がゴール前でフィニッシャーとなる形が
確立されつつある。
「次から次へと後ろから人が出てくるサッカーを目指していますし、厚みのある攻
撃を体現できていると思います」

勝つのが一番楽しい
開幕4連勝を飾ったことで、他チームからの警戒も強まることが予想されるが「圧
倒して勝ったわけではない。まだ数試合しか終わってないし、J2は長いので」と慢
心はない。
昨シーズンの前半戦までJ1昇格争いを演じていたFC琉球について、松本の一員
として戦っている伊藤は「すごく良いチーム」と警戒心を強める。
「しっかりとボールを回してくるし、流動的にポジションを変えてくるのでマーク
を捕まえづらい。誰がどのスペースを管理するのか、どの選手をマークにするの
かを明確にすることが必要だと思います」
J2優勝・J1昇格という目標に向かって、横浜FCは一歩一歩進んでいく。
「やっぱり、勝つのが一番楽しい。今はチームとして勝ちたいという気持ちでまと
まっている」
完全復活を遂げたストライカーはチームを勝利に導くためのゴールを虎視眈々
と狙う。

記事／北 健一郎（スポーツライター）
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PLAYERS FILE

 1 GK ダニー カルバハル

 2 MF 福村 貴幸

 3 DF 村瀬 悠介

 4 DF 岡﨑 亮平

 5 DF 山下 令雄

 6 DF 金井 貢史

 7 DF 田中 恵太

 8 MF 池田 廉

 9 DF 李 栄直

10 MF 富所 悠

11 MF 中野 克哉

13 MF 清武 功暉

14 DF 沼田 圭悟

15 MF 大本 祐槻

16 FW 阿部 拓馬

1 7 GK 積田 景介

18 FW 野田 隆之介

19 FW 草野 侑己

20 MF 上里 一将

21 FW 上原 慎也

22 DF 上原 牧人

23 MF シティチョーク パソ

24 FW ヴィニシウス ドスサントス

25 MF 武沢 一翔

26 GK 田口 潤人

27 DF 中川 創

28 DF 大森 理生

29 FW 人見 拓哉

31 GK 猪瀬 康介

32 MF 澤田 将

対戦チームメンバー 一覧

横浜FC選手一覧

RECORD THE BLUE J2第8節ＦＣ琉球戦に向けて

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

ＦＣ琉球
［監督］ 喜名 哲裕

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

残り3日！4/6（水）までの期間限定！
「鮨 銀座おのでら」が、
新宿髙島屋に出店中！

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、新宿髙島屋の特設
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。

「リカバリー」
過密日程のスケジュールにおいて、重要なポイントになるのが質の高いリ
カバリーと短時間で高い集中力を維持してトレーニングをすること。
モンテディオ山形戦翌日の練習では、四方田修平監督は選手たちに「こ
の連戦の中、多少のトラブルがあってもみんなで力を合わせて闘って勝
ち切れているのは素晴らしい。３連戦の最後の試合というのは、コンディ
ションも今までの闘いとは違った条件になる。うちは誰が出ても同じサッ
カーができるし、選手層が厚い分、今まで出番のなかった選手にも全員に
チャンスが巡ってくる可能性がある。疲労もたまっていると思うけれど90
分ではなく、60分を全力で闘えば良い選手も出てくるし、逆に言うと全員
が途中で交代できるわけではないからこのリカバリーもトレーニングも
集中してやっていこう。」と、話していました。
リカバリー組は軽く負荷をかけた柔軟と、体の力を抜いて瞑想するような
リフレッシュが中心のメニューとなりました。円を組んでストレッチを行う
のですが、横になって目を閉じて体の力を抜いて…しばらくすると、他の
選手が立ち上がり移動してジョギングを始めているのに気付かずに横に

なっている小川航基選手と岩武克弥選手、亀川諒史選手の３選手。ト
レーナーからの声掛けに気が付かず暖かい日の光に包まれてウトウトし
てしまった（？）ようで、３人だけ残されていることに気付いた亀川選手と
小川選手の驚きの表情、そして状況が呑み込めない様子の岩武選手の
様子を公式SNSでもお届けしました。
動画には映ってはいませんでしたが、３人を置き去りにして静かに移動す
る選手たちの中でひと際嬉しそうに笑っていた武田英二郎選手も印象的
でした（笑）
一方で前日の試合に出場しなかったメンバーのトレーニングでは、これま
で出場メンバーに絡んでいなかった選手たちもテンション高く、質の高い
トレーニングを継続。この中からFC琉球戦、またリーグ中盤から終盤に
かけて出場メンバーに絡んでくる選手も出るでしょうし、今節の琉球戦で
の戦い方、どんな新しい戦力が躍動するかにも注目しながら、スタジアム
で試合を楽しんでいただきたいと思います。
三ツ沢公園の桜も4月3日の琉球戦まで咲き誇っていてくれることを願いつ
つ、スタジアムに足を運んでいただき、熱い応援をよろしくお願いします。

髙島屋特設
WEBサイト〈 〉



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
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小川

49
ブローダーセン
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齋藤
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中塩

19
亀川

47
ヴィゼウ

22
岩武

16
長谷川

30
手塚

17
武田

20
イサカゼイン

昨シーズンはJ1昇格争いに食い込む躍進を見せて、J2最高順位となる9位でフィニッシュ
したFC琉球。今シーズンは、昨季終盤に就任した沖縄出身初のJリーガー・喜名哲裕監
督が指揮をとり、さらなる高みを目指す。リズミカルにパスを繋ぎ、複数の選手が絡んだ
多彩な攻撃を仕掛けてくるのがFC琉球のスタイルだ。うまく噛み合ったときには大量得
点を挙げることも珍しくない。とりわけ、中盤には上里一将、富所悠、清武功暉など技術
の高い選手が揃っており、プレッシャーをかけて自由にプレーさせないことが鍵となる。
ここまでの6試合で1勝1分4敗と勝ち点を積み重ねられていないだけに、J1昇格に向けて
巻き返そうと向かってくるはず。先制点を決めて自分たちのペースで試合を進めたいとこ
ろだ。

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

TODAY’S POINT   今日の見どころ

夏を先取り！今節から横浜FCオリジナル“半袖”Tシャツが登場！
桜が散り始め、段 と々暖かさを感じる季節になりました！ぜひご購入ください。

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

【2022横浜FCオーセンティックユニフォーム 1st】
2022シーズン、選手たちは、このユニフォームを着用して
戦っています！
「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、全てのロゴは転写圧着加工です。
●価格：25,630円（税込）　●サイズ：S/M/L/XL/XXL/3XL

【ガチャガチャ アクリルキーホルダーSPRING ver.】
春をイメージしたアクリルキーホルダー！季節限定ですので、
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：59mm×56mm　●素材：アクリル
●ガチャガチャブース（場内メインスタンドグッズ売店前/場外ホーム
ゴール裏入場ゲート横）

沖縄物産展 出店！

“NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」”が4月11日から放送開始

自衛隊車両＆災害対策啓蒙ブース出展！

ヒロインの写真撮影パネルブースもありますのでぜひお立ち寄りください！
●時間：11：00～後半キックオフまで
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近
※沖縄と横浜市鶴見区を舞台に、西洋料理に魅了されたヒロインがふるさ
との「食」に自分らしい生き方を見いだし、遠く離れても家族の絆に励ま
されながら時代を超えどんな逆境の中でも、世界でいちばん美しいもの
は家族であり、今を生きるすべての家族の物語。

【ちむどんどん番組HP】
https://www.nhk.or.jp/chimudondon/

【横浜FCオリジナル“半袖”Tシャツ】
横浜FCエンブレムがプリントされた特別仕様のTシャツ。
横浜FCカラーのパンディアーニくん刺繍がポイント！
●価格：7,200円（税込）　●カラー：ブラック
●サイズ：S/M/L/XL/XXL　●素材：綿

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

●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）

もう、FULIE HOODIEをご購入いただきましたでしょうか。
長いシーズン着られる商品ですので、ぜひご購入いただき着心地の良さを味わってください。
FULIE HOODIEのように、ファン・サポーターの方から多くのご希望をいただいた日常使いできるアパレル商品の製作、
販売を検討しています。
（皆様のご購入が新アイテム誕生の後押しになりますので、ご購入いただけましたらうれしいです…。）
また、他クラブのマスコットとのコラボグッズも多数企画中！今後登場するコラボグッズにご期待ください。
そして、アウェイの地でも横浜FCグッズ販売を実施しますので、より多くの皆様に横浜FCグッズを手に取っていただけ
るよう頑張ってまいります。
グッズに関するアイデアなどありましたら、ぜひグッズ売店でお声がけください。

☆FC琉球 グッズ売店出店！
FC琉球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：場外 ホームゴール裏入場ゲート付近沖縄県物産展ブース内
●販売時間：11:00～後半キックオフまで
●お支払い方法：現金のみ
●FC琉球グッズ売店(場外 ホームゴール裏入場ゲート付近沖縄県物産展ブース内)

戦いの前には敵地の名産品を食らえ！ということで沖縄県の
名産、銘菓などを取り揃えた「沖縄物産展」を出店します。沖
縄のお土産ランキングで上位にランクインする「雪塩ちんす
こう」や大人気の「紅いもタルト」など、ぜひご賞味ください！
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近
●時間：11：00～後半キックオフまで
●ご注意事項：沖縄物産展ブースでは現金のみご利用いた
だけます。

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
洪福寺松原商店街振興組合

NEW!!

グッズ担当のひとこと

■HOME GAME EVENT info
https://yokohamafc.com/g/220403_ryukyu/

毎年恒例！防衛省 自衛隊にご協力いただき、自衛
隊車両がホームゲーム会場にやってきます！普段
はなかなかお目にかかれないド迫力の車両をぜひ
間近でお楽しみいただきながら、災害発生時の対
応に関する啓蒙をはじめ自衛隊の災害救助活動や
実績をもとに今からできる備えを学ぶ場としてご
活用ください。
■展示車両：
82式 指揮通信車　※乗車不可
軽装甲機動車　※乗車不可
小型トラック　※運転席に乗車して写真撮影可能
●時間：11：00～キックオフまで
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近

はまにゃん来場！
自衛隊車両＆災害対策啓蒙ブースを
盛り上げるため、自衛隊神奈川地方
協力本部キャラクター「はまにゃん」
が来場！
イベントや、ピッチ周回に参加しま
す。お楽しみに！

https://www.nhk.or.jp/chimudondon/
https://yokohamafc.com/g/220403_ryukyu/

