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楽しそうだったから

次に何をするのか予測がつかない――。
背番号3、中村拓海のことだ。J1の強豪、FC東京で昨シーズンは18試合に出場す
るなど主力の一人として活躍していた中村が横浜FCに完全移籍はサプライズ
だった。
「四方田
（修平）
監督も、
強化部の方もすごく自分のことを評価してくださっていた
ので、
楽しそうだし、
行ってみようかなと決めました」
J1というカテゴリーに特別なこだわりはなかった。それよりも、好奇心の方が上
回ったと話す。
「J2でもやってみたいなと思っていて、
J1とはスピード感とか多少レベルは違いま
すが、
そこまで大きな差はないと思います」
今シーズンから就任した四方田監督の攻撃的なスタイルは自分に合っていると
感じるという。
「チームとしての決まりごとはあるんですけど、
それだけに執着していない。
決まり
ごとの中でも個人の判断やコンビネーションで崩すところは自由があるので、
やっていて楽しいです」

観客目線で全体を見る
「監督からはボールを持ったらまず遠くや逆サイドを見ろと言われています」
横浜FCにおける中村の主なポジションは右のセンターバック。ビルドアップの
際、冷静な判断やサイドチェンジ、前線へのロングボールは攻撃にアクセントを
与えている。
しかし、
試合中は
「考えてプレーはしていない」
という。
「考えちゃうと一つ遅れたりするので。ボールが来る前とボールが来るまでの間、
ボールが来てからの相手のアクションを見ながら、ピッチを上から見る感覚で
やっています」
“バードアイ”とも言われる、
俯瞰する視野は誰もが持っているものではない。
そん
な難しいことをさらりと言ってしまうのも中村らしい。
「FC東京のときは攻撃面ではあまり要求されることがなかったので刺激にもなり
ますし、個人としてもアシストや数字的なところを増やしていきたいと思ってい
ます」
異なる環境に身を置くことで、新たな刺激を得て、自身のさらなる高みを目指し
ていく。

毎試合ドキドキする
プレーする場所もまた、中村がサッカーを楽しむための重要な要素となる。ホー
ムスタジアム、
ニッパツ三ツ沢球技場の雰囲気は大好きだという。
「ニッパツ三ツ沢球技場は、
お客さんとの距離が近い中でサッカーができること、
声も届くので歓声やどよめきは毎試合ドキドキするのでやっていてすごく楽しい
です」
第4節の水戸ホーリーホック戦では0-2から大逆転勝利をしたように、
今シーズン
の横浜FCはリードされていても取り返せる強さがある。
「前線に得点を取れる選手がたくさんいますから、得点が取れない心配はあんま
りないですね」
5試合ぶりの先発出場となった10節のベガルタ仙台戦では、1本のロングパスか
ら小川航基のゴールをアシストした。Jリーグの公式ツイッターで紹介されると、
引用リツイートでコメントを添えた。
「試合前に徹さん（元FC東京コーチ）からもらった動画を見ていて、それに似た
映像があったからやってみようって感じでした」
予測不能なエンターテイナー。
この男から目が離せない。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

ピッチを上から見る感覚でやっている
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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

8 MF

Takumi NAKAMURA

9 FW

Hideto TAKAHASHI

10 MF

GABRIEL Costa Franca

13 FW

GK

田代 琉我

19 MF

2

MF

黒木 晃平

20 DF

東野 広太郎

3

DF

イヨハ 理 ヘンリー

21 MF

ターレス

4

DF

酒井 崇一

22 DF

レオ ケンタ

5

DF

菅田 真啓

23 GK

佐藤 優也

6

MF

河原 創

24 MF

江﨑 巧朗

7

MF

田辺 圭佑

27 MF

谷山 湧人

8

MF

上村 周平

28 FW

土信田 悠生

9

FW

髙橋 利樹

29 FW

宮原 愛輝

10 MF

伊東 俊

30 MF

東山 達稀

11 FW

粟飯原 尚平

32 MF

藤田 一途

13 GK

増田 卓也

33 DF

阿部 海斗

14 MF

竹本 雄飛

41 GK

ショファー ネオ

44 GK

15 MF

三島 頌平

42 GK

本田 硬靖

Yuji ROKUTAN

16 MF

坂本 亘基

43 FW

道脇 豊

18 MF

杉山 直宏

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

1999年6月25日生
172cm/68kg
群馬県出身

15 FW

16 MF

Kosuke SAITO

Kléber

17 DF

Reo YASUNAGA

18 FW

Saulo Mineiro

19 DF

Ryo TABEI

20

DF

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

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

1997年5月29日生
174cm/78kg
東京都出身

Sho ITO

21 GK

Tatsuya HASEGAWA

22 DF

Eijiro TAKEDA

23 DF

Koki OGAWA

24 DF

Masashi KAMEKAWA

Zain ISSAKA

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

Akinori ICHIKAWA

30 MF

Katsuya IWATAKE

33 MF

Hayato SUGITA

34 DF

Yuya TAKAGI

38 FW

Shunsuke NAKAMURA

Daiki NAKASHIO

39 FW

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

48 FW

Taiga NISHIYAMA

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
新型コロナウイルス禍のリーグ戦も今シーズンで3シーズン
目を迎えました。初年度の2020シーズンと比べて、徐々に日
常を取り戻しつつありますが未だ100%ではありません。
そん
な中、Jリーグはゴールデンウィーク施策として、期間中の試
合限定で総勢24,000名を無料招待という嬉しいキャンペー
ンを実施。
まだ、
現地での観戦に対して心理的ハードルが高
い方も数多くいますが、
少しでも多くの方に試合を観に来て
欲しいという思いから生まれたキャンペーンです。
リーグだけ
ではなく、各クラブ単位でも独自の施策を行なっており、新
しい発想が次々と生まれています。
苦しい状況の中での取り組みは将来的にクラブの糧になる
に違いありません。
横浜FCでも独自の制度を設け、
スタジア
ムの雰囲気作りが選手の後押しになると考え、
各部署で様々
な取り組みを行なっています。
筆者が初めてJリーグを観に行ったのは、
1999年の春の終わ
り頃でした。
もともと遊びでやっていたサッカーが、
1998年
のフランスワールドカップをテレビで見て、
いつの間にかサッ
カー中心の生活に変わっていき、兄と一緒に観に行きまし
た。初観戦の記憶は今でも憶えています。すぐそこに懸命に
プレーする選手を見る感覚はスタジアムでしか味わうことが
できません。
サッカーが好きな子どもにとっては何とも言えな
い感覚でした。
今まで数多くのスタジアムに足を運んできましたが、選手を
間近に見ることができる環境として、
ニッパツ三ツ沢球技場
は素晴らしい環境だと思います。パスをする音、選手同士で
競り合う音など
「サッカーの音」
を聞くことができ、
臨場感を
最大限に感じることができます。そんな三ツ沢は「ますます
サッカーが好きになるスタジアム」
だと他の人にオススメでき
るスタジアムです。
先日、Jリーグの野々村チェアマンが応援スタイルについて、
「現状、
感染状況がまだ収まらない中で、
声を出しての応援ス
タイルを待ち望む声と、声出しによる飛沫リスクを恐れる声
の両方がある。両者をどうバランスをとって応えていくか。ス
モールスタートで段階的にゆっくり進めていくのが現実的
だ。」
と見解を述べました。海外のサッカーを見ると、
すでに
声を出しての応援に期待が膨らみますがもう少しの我慢かも
しれません。
試合観戦だけでなく、
スタジアムに美味しいスタグル、
イベン
トなどがたくさんあります。
ぜひ、
ご友人などもお誘いいただ
きゴールデンウィークはスタジアムに来てみてください！！
（広報：亀井慶太）

Kazuma WATANABE

東出 壮太

49 GK

フェリペ ヴィゼウ
Felipe Vizeu

Yushi YAMAYA

ロアッソ熊本

［監督］大木 武
1

14 MF

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

対戦チームメンバー 一覧

Takuya WADA

Svend Brodersen

J2第14節ロアッソ熊本戦に向けて

“お客様に育てていただく鮨店”
「鮨 銀座おのでら 登龍門」
が
4月23日
（土）
グランドオープン

2022年4月23日
（土）に、
「お客様に育てていただく鮨店」がコンセプトの
立喰鮨店「鮨 銀座おのでら 登龍門」
をグランドオープンいたしました。
「登龍門」は「鮨 銀座おのでら 総本店」
と同じ通りにあり、ネタは総本店
と同一のものを使用しつつ、若手職人の「勉強代」
としてよりリーズナブル
な価格でご提供。
「鮨 銀座おのでら」
を既にご愛顧いただいているお客様はもちろんのこ
と、立喰鮨スタイルで「銀座の鮨」を手軽に体感していただけるお店と
なっております。
ぜひ、
ご来店お待ちしております。
【店舗概要】

・所在地： 東京都中央区銀座5-14-17 銀座USB1階
・営業時間：16:00-22:00
（ドリンクL.O. 21:15／フードL.O. 21:30）
・公式HP：https://onodera-group.com/touryumon/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/touryumon̲onodera/

▲公式HP

▲公式Instagram

TODAY’S POINT

スターティングメンバー予想

今日の見どころ

ロアッソ熊 本 は 昨 シーズンのJ3王 者 だ。大 木 武 監 督 になって3年 目を迎 える今 季 は、
2018年以来4年ぶりにJ2で戦っている。開幕前、チームが掲げた目標は「J1昇格プレー
オフ圏内に入ること」。ボールを持った選手に対して近い距離でサポートし、失った瞬間
にプレスをかける、全員攻撃・全員守備は大木サッカーの真骨頂だ。そんなアグレッシ
ブなスタイルを支えるのがGKの佐藤優也だ。J2で300試合以上の出場経験を持つ守護
神は、昨季のJ3リーグでトップとなる13試合のクリーンシートを達成。反応の良さを活か
したシュートストップとDFラインの背後をカバーする守備範囲の広さに特徴がある。エー
スの小川航基を筆頭に積極的なシュートでゴールを打ち破りたい。

RECOMMEND GOODS

15

16

長谷川

24

高木

伊藤

18

小川

30

6

和田

19

亀川

10

手塚

安永

22

岩武

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！

帽子やTシャツなど街中でも使いやすいグッズを引き続き販売中！
ゴールデンウィークも横浜FCグッズと共にお過ごしください！
●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）

≪PICK UP！≫

【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

働くクルマ展 開催！

平常時・非常時を問わずその地域に密着し、
住民の安心と安全を守っている消防署、
警
察署にご協力いただき
「働くクルマ展」
を開催します。
間近で見ることができ、
ご乗車でき
る車両もありますので、
ぜひお楽しみに！
出店協力：保土ケ谷消防署、
保土ケ谷消防団、
神奈川消防署、
神奈川消防団
●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
※日常において実際に出動している車両のため展示内容は急遽、
変更になる場合がございます。

■消防ブース 展示車両
機動特殊災害対応隊(スーパーレンジャー：通称SR)車両 1台 小型動力ポンプ積載軽消防自動車(消防団車両) 1台
【豆知識】
スーパーレンジャー：通称SR
横浜市消防局警防部警防課に設置されている大規模災害や特殊災害等の救助活動に対応するため、
特別な技術・能力を有する隊
員や装備で編成されている本部直轄の特別高度救助隊。
火災などの災害時に活動する部隊で、
選び抜かれた精鋭のみで構成されている特別救助隊
「横浜レンジャー：YR」
の中から、
さらに
選抜された人材で編成されたのが、
特別高度救助部隊
「スーパーレンジャー：SR」
です。
≪SR≫
化学防護服や各種ガス測定器を積載。
また、
車両内の分析室を陽圧にすることができ、
有害ガスからの緊急退避場所としても使用
できます。
≪主要装備≫
NBC対応資機材一式、
超音波風向風速計、
温湿度計、
空気浄化装置、
陽圧型分析室
●出展ブース：消防団員募集、
および火災予防広報
■警察ブース 展示車両
警ら用無線自動車 1台 白バイ 1台 ※両車両ともに乗車しての写真撮影が可能です。
●出展ブース：特殊詐欺対策の啓発

【FULIE TEE】

空中浮遊で非接触型 タッチパネル

「FULIE」のロゴが目を惹くTシャツ。
シンプルなデザインは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

空中に浮いているのに反応するんです！空中に浮遊している画面に触れると！選手たちの練習風景
の映像が映し出されるという、
摩訶不思議な非接触型タッチパネル。
感染予防対策で効果抜群！ぜ
ひ、
空中に浮いている画面に触ってみてください。
■横浜開港祭ブース
●場所：ホームゴール裏14番ゲート付近 ●時間：11：30〜ハーフタイム ●協力：株式会社テクトレージ

マスコット来場！

フリ丸とれおっくんのお友だちが来場！熊本県の営業部長兼しあわせ
部長
「くまモン」
がフリ丸と一緒に写真撮影会をしたりフェアプレー宣
言やピッチを周回します。
横浜開港祭オフィシャルマスコットの
「ハマー君とハマー君の彼女」
や
横浜市消防局マスコットキャラクター
「ハマくん」
がイベントを盛り上げ
ます！お楽しみに！！

●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
●時間：試合終了後30分まで

【ガチャガチャ アクリルキーホルダー鯉のぼりver.】

鯉のぼりに、兜を被った子どもの日デ ザインのアクリル
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31選手
●素材：アクリル

©2010熊本県くまモン

「フリ丸かぶと」
プレゼント！

こどもの日特別企画
「フリ丸かぶと」
をご来場いただいたお子さま先着1,000名様にプレゼント！
●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
※配布はご入場時限定、
お子様(中学生まで)のみへの配布です。

★スタジアムイベントの詳細はこちらから→https://yokohamafc.com/g/220504̲kumamoto/

【フェイスタオル
（選手集合ver.）】

横浜FCあしながドリーム基金

全選手がデザインされたフェイスタオル！
ぜひゲットしてください！
●価格：3,000円
（税込）
●サイズ：W850mm×H340mm
●素材：綿/ポリエステル

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

【フラッグ
（選手集合ver.）
】

全選手がデザインされたフラッグ！
ぜひゲットしてください！
●価格：1,800円
（税込）
●ラインナップ：2種類
●サイズ：W490×H490mm
（持ち手含まず）
●素材：テトロンポンジ
●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）

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

