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すごく魅力的だった

横浜FCの右サイドで強烈な輝きを放つ男がいる。
イサカ ゼイン。
ガーナ人の父親と日本人の母親を持つサイドアタッカーは、
今シーズン、
川崎フロ
ンターレから期限付き移籍で加入した。
「どんなサッカーをするのか、自分に何を期待しているかをうかがっていたとき
に、
すごく魅力的だったので決めました」
桐蔭横浜大学卒業後にJリーグ王者・川崎Fへ加入。だが、分厚い選手層に阻ま
れ、
出場機会には恵まれなかった。
「厳しいものになるとはわかっていましたけど、あれだけ試合に絡めなかったの
は人生で初めて」
2シーズンでリーグ戦に出場したのはわずか1試合。それでも、横浜FCで試合に
出ることでプレー感覚を取り戻している。
「横浜FCに来て、フロンターレでやっていたことは間違っていなかったと感じて
いますし、
自分のプレーでチームを助けていきたいと思っています」

小川航基という存在
「地元が近いっていうのはすごくいいなと感じています」
町田市で生まれ、桐光学園高校、桐蔭横浜大学でサッカーをしてきたイサカに
とって横浜は愛着のある街だ。川崎Fの一員としてプロデビューを果たしたのは
ニッパツ三ツ沢球技場だった。
「学生時代にも三ツ沢で試合をしましたし、プロとしての初戦の対戦相手は横浜
FCでした。
そういう意味でも縁があったなと感じています」
今シーズン、桐光学園の同級生だった小川航基と再びチームメイトになった。高
校3年生のときは小川がキャプテン、イサカが副キャプテンとしてチームを支え、
全国高校サッカー選手権でベスト16入りを果たした仲だ。
小川が高卒でプロ入り
したのに対し、
イサカは大学で自分を磨き、
プロへの道を切り開いた。
「彼の活躍が刺激になってプロの舞台への思いが強くなり、自分もプロになれた
と思います」
今季の小川は爆発的な活躍を見せてチームを牽引している。第10節終了時点で
10ゴールを挙げて、
得点ランキングのトップを走る。
「今も隣で素晴らしいプレーをしているので、自分も負けたくないですし、もっと
チームを勝たせるプレーをしたいと思っています」

毎試合90分間走り切りたい
「こういう戦いをしようという基盤があって、それに基づいて個々の能力をミック
スしています。
明確な戦術があるのはすごくやりやすいです」
キャンプから全員で積み上げてきたものが、ここまでは結果につながっていて、
10戦を終えて未だに負けなし。
それでも慢心はない。
「圧倒できた試合っていうのはないですし、1点差のゲームも多いです。試合を支
配する力や、
点を取ってからの試合運びなどの課題はあります」
勝ちながら自分たちの課題を修正し、昇格へ向けてより強いチームへと完成度
を高めていく。その中で、自身に求められている役割、これから伸ばしていくべき
ことも理解している。
「毎試合90分間走り切りつつ、クロスの精度を高めて、アシストを増やしたい
です」
試合に出ながら成長する。J1昇格という目標に向かって、イサカが右サイドを駆
け抜ける。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

もっとチームを勝たせるプレーを
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PLAYERS FILE
監督

四方田 修平

横浜FC選手一覧
2 MF

3 DF

4 DF

5 DF

6 MF

Shuhei YOMODA

ハイネル

RHAYNER

中村 拓海

高橋 秀人

ガブリエウ

和田 拓也

1973年3月14日生
千葉県出身

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

1990年7月28日生
170cm/63kg
神奈川県出身

7 MF

Takumi NAKAMURA

8 MF

9 FW

Hideto TAKAHASHI

10 MF

GABRIEL Costa Franca

13 FW

DF

奥山 政幸

22 MF

翁長 聖

3

DF

三鬼 海

23 GK

ポープ ウィリアム

1999年6月25日生
172cm/68kg
群馬県出身

5

DF

深津 康太

24 DF

岡野 洵

6

MF

佐野 海舟

26 DF

奈良坂 巧

20 DF

7

FW

ドゥドゥ

28 FW

太田 修介
中島 裕希

齋藤 功佑

クレーベ

安永 玲央

サウロ ミネイロ

田部井 涼

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

15 FW

16 MF

Kosuke SAITO

Kléber

17 DF

Reo YASUNAGA

18 FW

Saulo Mineiro

Ryo TABEI

19 DF

ＦＣ町田ゼルビア

［監督］ランコ ポポヴィッチ
2

14 MF

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

対戦チームメンバー 一覧

Takuya WADA

伊藤 翔

長谷川 竜也

武田 英二郎

小川 航基

亀川 諒史

イサカ ゼイン
Zain ISSAKA

8

MF

30 FW

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

髙江 麗央

1997年5月29日生
174cm/78kg
東京都出身

9

FW

鄭 大世

37 FW

平河 悠

10 MF

平戸 太貴

40 FW

ヴィニシウス アラウージョ

13 DF

菅沼 駿哉

41 MF

安井 拓也

16 MF

宇野 禅斗

42 GK

福井 光輝

17 DF

高橋 祥平

44 DF

安達 一貴

18 MF

長谷川 アーリアジャスール

45 GK

佐々木 想太郎

19 MF

山口 一真

46 MF

樋口 堅

20 FW

佐藤 大樹

50 GK

バーンズ アントン

Sho ITO

21 GK

Tatsuya HASEGAWA

Eijiro TAKEDA

22 DF

23 DF

Koki OGAWA

24 DF

Masashi KAMEKAWA

25 MF

27 DF

市川 暉記

岩武 克弥

杉田 隼

高木 友也

中村 俊輔

中塩 大貴

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

30 MF

33 MF

34 DF

38 FW

39 FW

44 GK

Akinori ICHIKAWA

Katsuya IWATAKE

Hayato SUGITA

Yuya TAKAGI

Shunsuke NAKAMURA

Daiki NAKASHIO

手塚 康平

近藤 友喜

西山 大雅

山谷 侑士

渡邉 千真

六反 勇治

1996年4月6日生
176cm/66kg
栃木県出身

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

1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

Kohei TEZUKA

47 FW

Tomoki KONDO

Taiga NISHIYAMA

48 FW

山下 諒也

スベンド ブローダーセン

1997年3月12日生
185cm 83kg
ブラジル出身

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

Ryoya YAMASHITA

RECORD THE BLUE

Kazuma WATANABE

Yuji ROKUTAN

49 GK

フェリペ ヴィゼウ
Felipe Vizeu

Yushi YAMAYA

Svend Brodersen

J2第12節ＦＣ町田ゼルビア戦に向けて

初夏を思わせるような汗ばむ気候の日もあれば、
真冬に逆戻りしたか
のような日もある中、
日々選手たちは精力的にトレーニングを行ってい
ます。
ここまで開幕から負けがないという部分において雰囲気は良く、
ただ、
その中にも熾烈なポジション争いが繰り広げられ、
ピリッとした緊張感
が漂っています。
その中で若い選手たちが躍動し、
結果を残す中、
チームの屋台骨となり
支えてくれているのが経験豊富な選手たちの存在です。
「メリハリをつける」
という部分において、
若い選手たちの
「鮮度」
とは一
味違う
「味」
を感じさせてくれます。
トレーニングから誰よりも全力で走
り、
スライディングでボールを何度も奪いに行く。
戦う姿勢とはこういう
ことだと体現してくれている伊藤翔選手。グループに分かれて行うメ
ニューでは、若い選手たちに
「俺の足を引っ張るなよ」
と冗談を飛ばし
ていると、
実は伊藤選手はそのグループではないということが判明。
慌
てて別のコートへと走っていきました。

中村俊輔選手は、卓越した技 術でチームメイトが驚くようなパスや
シュートで違いを生み出します。
メニューの最後にゴールを決めたら終
わりという場面では、
自らのゴールでトレーニングに終止符を打ったか
と思えば、
すぐさまアシスタントレフェリーに成り代わり、
自身のオフサ
イドをアピールする姿で周囲を和ませてくれます。厳しいトレーニング
の中にも心の余裕を感じさせてくれる経験豊富な選手たちの存在。
こ
の少しの遊び心や気持ちのゆとりは試合においても大切な要素であ
り、難しい試合になればなるほど変化を生むためのエッセンスに繋
がっていきます。
この2人の選手たち以外にも、渡邉千真選手、
高橋秀
人選手、
六反勇治選手、
武田英二郎選手、
松浦拓弥選手などそれぞれ
にスタイルは違えど、
プレーのみならずパーソナリティの部分でチーム
を支えてくれる選手たちがいることは、
やはり横浜FCの強みであると感
じます。
長いシーズン、
そして90分の試合において、
勝負所を見極める
彼らの眼にも注目してみてください。
（C.R.O内田智也）

「廻転鮨 銀座おのでら本店」
お鮨のデリバリースタート！
この度お客様より多くのご要望をいただき、
「 廻転鮨 銀座おのでら本
店」のお鮨のデリバリーを、
デリバリー＆テイクアウトアプリ
「menu」にて
開始いたしました。
ご提供メニューは、ばらちらし、太巻き、
〆鯖棒鮨、握りなどをラインナッ
プ。
「廻転鮨 銀座おのでら本店」の本格鮨を、
ご自宅でもぜひお楽しみく
ださい！
【アプリ
「menu」公式サイト】

ご注文は、
「 menu」
より受付しております。アプリをダウン
ロードしていない場合、
まずは右記のQRコードより
「menu」
をダウンロードしてください。
※店舗からお届け先の住所が離れている等の理由により、デリバリーできない
地域もございます。

握り／上

7,200円

ばらちらし 4,300円

（やま幸 本まぐろ中トロ・赤身、ひらめ、（やま幸 本まぐろ、自家製小肌、白身、茹
金目鯛、茹で海老、鯵、真いか、自家製 で海老、いくら、
カステラ玉子、枝豆など
煮穴子、
うに軍艦、やま幸 本まぐろ鉄火 7種類）
巻※仕入れ状況により内容が変更となる場
）
合がございます。

【店舗概要】

廻転鮨 銀座おのでら本店

東京都渋谷区神宮前5-1-6
イルパラッツィーノ表参道1F
（東京メトロ
「表参道駅」A1出口より徒歩1分）
営業時間：11:00~21:00(L.O.20:30)
TEL：03-6450-6777

TODAY’S POINT

スターティングメンバー予想

今日の見どころ

FC町田ゼルビアはJ1昇格争いのライバルとなるチームの一つだ。町田が掲げる「3カ年
計画」のスタートと共に就任したランコ ポポヴィッチ監督体制は3シーズン目。強固な守
備からのカウンターと遅攻を織り交 ぜた攻撃が特徴で、横浜FCとしては、ボールを失っ
た際の切り替えのスピードが求められる。要注意なのは10番の平戸太貴だ。ボランチか
らサイド、トップもこなすことのできるユーティリティープレイヤーで、右足からの正確な
キックで5ゴールを挙げている。1発でゴールを決める個の力を持った、鄭大世、ヴィニシ
ウス アラウージョも脅威となるだろう。ホームで昇格争いのライバルとの上位対決を制し
て、J2優勝・J1昇格へと弾みをつけたい。

RECOMMEND GOODS

47

16

長谷川

24

高木

ヴィゼウ

30

6

18

小川

10

手塚

安永

22

和田

岩武

20

イサカゼイン

3

中村拓海

49

ブローダーセン
ブローダーセン

おすすめグッズ情報！

今節より新作NEW ERAコラボキャップが登場！！
シンプルなデザインで被りやすいキャップをぜひご購入ください！
●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）

≪新商品情報≫

【NEW ERA×YOKOHAMA FCコラボキャップLP950(BLK PHOENIX)】
ブラックのボディに、同系色でフェニックスの刺繍を施した
キャップ。シンプルなデザインなのでサッカー観戦はもちろん
のこと、
タウンユースにも使いやすいアイテムです。
●価格：5,500円(税込)
●カラー：ブラック
●サイズ：57.7~61.5cm
●素材：
・本体/つば部分：ポリエステル100％
・つば裏部分：綿100％
・刺繍糸：ポリエステル

もうひとつの選手紹介映像おえかきコーナー

5月4日
（水･祝）
ロアッソ熊本戦のスタメンを予想して、
似顔絵イラストで応募しよう！
横浜FCがSNSで放映しているスタメン選手紹介映像を、
あなたの似顔絵イラストで
作ってみませんか。
その場で描くもよし、
ご自宅で描いてお持ちいただくもよし、
お好
みの方 法でご参 加ください！S N S（横 浜 FC公 式 Tw i t t e r、Yo uTu b e、L I N E、
Facebook）
で配信する似顔絵イラストは、
5月５日の子どもの日にちなんで、
お子様
を中心に選定いたしますが、
どなたでもご参加いただけます。

●募集方法：
「おえかきコーナー」
ブース
●時間：16:00〜後半キックオフ ●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近
※ご自宅で描いていただいた方は
「おえかきコーナーのブース」
までお持ちください。
※町田戦の試合会場では
「おえかきコーナーの出店のみ」
で用紙配布はございませんので、
用紙は下記からダウン
ロードをお願いします。
https://bit.ly/3ui3G5N
●その他：
ご応募いただいた似顔絵イラストは返却いたしませんので、
予めご了承ください。
似顔絵イラストは、
ロアッソ熊本戦でスタジアム内に展示させていただきます。

【モバイルバッテリー】

オンラインストアでの受注販売で大好評だった2022ユニフォームデザインのモバイルバッテリー。
外出先で充電が無くなってしまってピンチのときに重宝するアイテム。
●特徴：
・大容量10000mAhのコンパクトモバイルバッテリー(Qi対応)
・複数台充電可能(一本二役な充電転送ケーブル、裏返すだけでLightningと
USB Type-C兼用、ケーブル１本で端末にかかわらずiPhoneもAndroidスマ
ホも両方充電可能)
・一目でわかるバッテリー残量メモリ付き
●価格：4,400円（税込） ●サイズ：H71mm×W149.8mm
（241g）
●容量：10000ｍAh/3.7V ●素材：ABS
●充電時間：約2~3時間 ●繰り返し使用回数：約500回
●付属品：兼用プラグ（LightningケーブルとmicroUSBケーブル兼用）＆Type-Cコネクタ

【折り畳みスマホスタンド】

オンラインストアの受注販売で大好評だった2022ユニフォームデザインの折
り畳みスマホスタンド。スマホでサッカー観 戦や撮 影、またテレワークやテレ
ビ会議時にもとても便利です！
●特徴：
・充電しながらの利用可能。iPhoneのMagSafe充電器対応！
・ご利用シーンに合わせてお好みの角度・高さ調節ができます！(角度150 、最
高高度165mmまで調整可能)
●価格：2,750円（税込） ●素材：PC+ABS

【モバイルアクセサリーケース】

オンラインストアの受注販売で大好評だった横浜FCエンブレムがデザインさ
れたモバイルアクセサリーケース。整 頓しにくいモバイルバッテリーやケーブ
ルなどのスマホ周りのアクセサリーをまとめて収納することができます。
●価格：2,750円(税込) ●サイズ：195×110×37mm
●素材：PU、EVA

「MATCH DAY SPECIAL CARD」
来場者プレゼント！

4/27町田戦、
5/4熊本戦、
5/15徳島戦で
「MATCH DAY SPECIAL CARD」
を来場者
先着5,000名様プレゼント！初回の町田戦は、
キャプテンの長谷川竜也選手です。
枚数限定でホログラムレア仕様や、
サイン入りも！
ぜひ3試合コンプリートを目指してご来場ください！
●時間：16:30〜配布終了まで
●場所：メインスタンド入場ゲート/ホームゴール裏入場ゲート
※アウェイゴール裏入場ゲートでは配布を行いません。

▼詳細はこちら
https://www.yokohamafc.com/2022/04/05/matchdaycard/
※クラブメンバーU-15会員特典のカードフォルダにも格納可能！ぜひこの機会にU-15会員にご入会をご検討くだ
さい！その他の皆様には場外サポーターズブースでカードフォルダを販売しています。

選手サイン会

コロナ禍においてなかなか実施できなかった選手サイン会を、
前回ホームゲームか
ら再開しています。
どの選手かは当日のお楽しみ！キックオフの2時間前に発表いた
します。感染対策の制限がある中での実施となりますが、選手のサインがもらえる
チャンスです！ぜひご参加ください。
※雨天時変更の可能性あり
●時間：17：50〜18：10 ●場所：場内ホームゴール裏15番ゲート付近

★整理券配布
スタジアム内で充実した時間をお過ごしいただくために、
事前に先着で
「サイン会参加整理券」
を配布します。
●時間：16：30〜 無くなり次第終了 ●場所：メインスタンド総合案内所／バックスタンド総合案内所
【注意事項】
などの詳細は下記よりご確認ください。
https://yokohamafc.com/g/220427̲machida/

≪PICK UP！≫

横浜FCあしながドリーム基金

【FULIE TEE】

「FULIE」のロゴが目を惹くTシャツ。
シンプルなデザインでサッカー観 戦はもちろんのこと、タウンユースにも使い
やすいアイテムです。
●価格：5,500円(税込) ●カラー：ネイビー
●サイズ：S/M/L/XL/XXL ●素材：綿

【ガチャガチャ 缶バッジ2個セット】

小さめのサイズ感が可愛い缶バッジ。
イラストとユニフォームデザインの2 個がセットになっているので
色々なアイテムに付けて楽しめます！
●価格：1回/300円(税込)
●ラインナップ： 32選手+フリ丸の全33種類
●サイズ：32mm×32mm
●場所：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
●お支払い方法
●時間：試合終了後30分まで
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）

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

2022 横浜FC オフィシャルパートナー

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
弁護士法人なかま法律事務所
北海ラーメン蝦夷

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。

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
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
株式会社ダイナネットワークサービス
一般財団法人リスモン財団
株式会社ISP
株式会社アズウィン

