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J1でも活躍できる選手に

笑顔が印象的な好青年は、ピッチに立つと豹変する。仕掛けて、仕掛けて、仕掛
けまくる――。
今シーズンでプロ2年目の高木友也だ。
昨シーズン法政大学から加入し、ルーキーながらJ1で29試合に出場し、切れ味
鋭いドリブルで存在感を放った。
「昨シーズンはプロ1年目だったので、
ルーキーらしく思い切り良く、
いい意味で好
き勝手にやれていたところはあります」
無我夢中で駆け抜けた1年目は、
高木にとって一つの基準となった。
自分のドリブ
ルはプロの世界でも通用することがわかった。だからこそ2年目にかける想いは
強い。
「攻撃で違いを見せて、
数字の上でも結果を残してチームを勝たせたい。
横浜FC
で絶対的な存在になって、
J1の舞台でも活躍できる選手になりたい」

相手の脅威になる

チームはここまで上位をキープ。とはいえ、高木の表情から満足している様子は
うかがえない。
「結果だけ見ればよいかもしれませんが、圧倒して勝てた試合はほとんどありま
せん。
先に失点してしまうなど、
安定感はまだまだかなと思います」
それでも攻撃面では手応えを感じている。サイドチェンジを多用し、幅を使った
サイド攻撃が特徴の四方田サッカーにおける高木の貢献度は高い。
「縦に突破してからのクロスは得意な形ですが、左足は警戒されているなと感じ
ます。
（第10節の）ベガルタ仙台戦のように、右足でもアシストできるようになれ
ば、
より相手の脅威になれるはず」
四方田監督は攻撃時にウイングバックが最前線に上がる可変式システムを採用し
ている。
サイドを主戦場としてきた高木は新たな役割とどう向き合っているのか。
「最終ラインと駆け引きするような高い位置をとるのは初めてです。
裏への抜け出
しや動き出しという部分は、
これから能力を上げていかなければいけないと感じ
ています」
前線には得点ランクで首位に立つ小川航基などのFW陣が待ち構えており、
クロ
スの質にはこだわっていると話す。
「例えば航基くんも翔（伊藤翔）さんも中で待ち構えるというよりは、動き出しの
質が高くて、
相手を瞬間で外すのがうまい。
ニアなのかファーなのかギリギリまで
見てからクロスを上げています」

一生忘れないプロ初ゴール

「決まった瞬間に会場のみんなが立ち上がる姿や、
ベンチのメンバーが一気に駆
けつけてくれる姿は今でも鮮明に憶えています」
忘れもしないプロ初ゴールを決めたのは、
昨シーズンのホーム ニッパツ三ツ沢球
技場で行われたJ1第32節の徳島ヴォルティス戦だった。J1残留に向けて絶対に
負けられない試合で途中出場した高木は、
3-3で迎えた68分に、
ドリブルで持ち
上がり、得意の左足で豪快なシュートを突き刺した。これが決勝点となりチーム
は勝利したのだが、
反響は予想以上だった。
「重要な試合で得点を決めて勝利に導くことが、
これほどいろんな方に影響があ
るんだなというのを強く感じました」
試合前は「いつも緊張する」という。悪いイメージがよぎることもある。だからこ
そ、
意識していることがある。
「ピッチに立ったら、
『自分が一番うまい』と思うようにしています。そうすると、自
分らしいプレーができるんです」
1対1で果敢に勝負を挑み、左足からゴールを生み出す。横浜FCが誇る“左の翼”
は、
さらに大きく羽ばたこうとしている。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

横浜ＦＣで絶対的な存在になる
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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

14 MF

松浦 拓弥

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

Takuya MATSUURA

15 FW

Kosuke SAITO

16 MF

Kléber

17 DF

Reo YASUNAGA

18 FW

Saulo Mineiro

Ryo TABEI

19 DF

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

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

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
横浜FCではグッズの新商品が発売されるときは、選手が実
際に着用したり使用する様子を写真に収め、
ホームページや
SNSなどでご紹介します。
「選手を身近に感じてほしい」
「実
際に使用した様子を知りたい（サイズ感や使用イメージ）」
「単純に選手がかっこいいから」
など理由は様々ですが、
ファ
ン・サポーターの皆さんに喜んでいただけるコミュニケーショ
ンツールの一つとして、
楽しんでほしい！と思いながら日々撮
影をしています。
モデルの選手を選ぶときは、
都度、
武田英二
郎選手のチェックが入ります。そういった部分も加味してご
覧いただくと益々、
アイテムの良さが伝わると思います。
チームは4月後半からゴールデンウィークにかけての5連戦
が終了しました。
気温が25度を超える夏日もある中での試合
もあり、
更にこれからの時期は、
本格的な梅雨や夏本番を迎
えます。長いシーズンや連戦において最も大切なことは、
コ
ンディションをより良い状態で維持すること。いち早く疲労
を取り除くことが最優先されます。
その観点も踏まえて、
横浜FCでは、
チーム統括本部における
戦略的強化を目的とした
「ハイパフォーマンス・サポートプロ
ジェクト室」
を設置しました。
このプロジェクトは、
栄養戦略室
を新設し、株式会社LEOCより管理栄養士の西川綾さんに
新たにチームスタッフとして加わっていただきました。
西川さんには、
トップチーム選手に対する栄養分野での教育
およびパーソナルの栄養サポートを行っていただき、
ピッチ
外においても選手のコンディション向上につながるサポート
をしていただきます。
オフザピッチのみならず、
ピッチにも毎日顔を出し、選手の
様子をチェックしている西川さん。選手一人一人のボトルを
チェックして、
どのくらいの水分量を摂取しているかなどを確
認しています。クラブハウスでは、多くの選手やスタッフとコ
ミュニケーションを取り、
選手に対して、
食事に関するアドバ
イスや改善点などを伝えています。
ピッチの上で100%の力を発揮する。
「その為の取り組みは
ピッチを離れたときから始まっている」
と言っても過言ではあ
りません。
（C.R.O 内田智也）

Kazuma WATANABE

Yuji ROKUTAN

徳島ヴォルティス

［監督］ダニエル ポヤトス
1

GK

ホセ アウレリオ スアレス

21 GK

田中 颯

2

DF

田向 泰輝

22 MF

藤田 征也

3

DF

石尾 崚雅

23 MF

玄 理吾

5

DF

石井 秀典

24 MF

西谷 和希

6

MF

内田 航平

25 DF

安部 崇士

7

MF

白井 永地

26 DF

森 昂大

9

FW

ムシャガ バケンガ

27 MF

櫻井 辰徳

10 MF

渡井 理己

29 GK

松澤 香輝

11 MF

杉森 考起

30 FW

坪井 清志郎

13 DF

新井 直人

31 GK

長谷川 徹

14 DF

カカ

32 MF

大森 博

15 FW

藤尾 翔太

33 MF

藤原 志龍

16 MF

川上 エドオジョン 智慧

34 FW

オリオラ サンデー

17 FW

一美 和成

36 DF

エウシーニョ

18 FW

佐藤 晃大

37 MF

浜下 瑛

19 MF

長谷川 雄志

39 FW

西野 太陽

20 MF

児玉 駿斗

40 GK

後東 尚輝

49 GK

フェリペ ヴィゼウ
Felipe Vizeu

Yushi YAMAYA

対戦チームメンバー 一覧

Takuya WADA

Svend Brodersen

J2第16節徳島ヴォルティス戦に向けて

横浜FCオフィシャルクラブデンティストのエス歯科グループが今年も
「エ
ス歯科グループMATCH」
を開催。実際に治療を受けた選手とスタッフに
インタビューしました。

#21

市川暉記選手

Q.どんな治療を受けましたか？
虫歯治療、
歯列矯正、
ホワイトニング。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
院内が綺麗、
虫歯治療も痛くなかったです。
対応も親切だった。
Q.日々、
歯のセルフケアで気を付けていることはありますか？
隠れたところまで丁寧に歯を磨くように意識している。

Q.どんな治療を受けましたか？
歯列矯正。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
自分の歯に合ったプランを組んでくれたのでスムーズに治療が
受けられました。
Q.日々、
歯のセルフケアで気を付けていることはありますか？
歯磨きだけでなく、
デンタルフロスも使っています。

小野智吉コーチ

#24

高木友也選手

#30

手塚康平選手

#39

渡邉千真選手

Q.どんな治療を受けましたか？
歯のクリーニング。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
院内も清潔で、
先生方が親切だった。
Q.日々、
歯のセルフケアで気を付けていることはありますか？
食後に必ず歯を磨くこと。

Q.どんな治療を受けましたか？
虫歯治療。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
スタッフの丁寧さと院内の綺麗さに感動しました。
Q.治療前と治療後でパフォーマンスに変化はありましたか？
痛みなど余計な心配をしないでサッカーに集中できるようにな
りました。

#49 スベンド
ブローダーセン選手

Q.どんな治療を受けましたか？
親不知を４本抜歯する治療を受けました。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
事前の説明も明確で、無理を言って１回に４本同時に抜歯す
ることに対しても安全で正確に行っていただきました。
Q.治療前と治療後でパフォーマンスに変化はありましたか？
歯のことを気にすることなく、全力でプレーすることができて
います。

Q.どんな治療を受けましたか？
虫歯治療。
Q.クリニックの良かったところを教えてください。
痛み無く治療してもらえて、先生方が優しかったです。
Q.治療前と治療後でパフォーマンスに変化はありましたか？
歯は大切と先生方からも聞いていたので、
治療をすることで安
心してプレーすることができています。

TODAY’S POINT

スターティングメンバー予想

今日の見どころ

スペイン人監督のダニエル ポヤトス体制2シーズン目となる徳島ヴォルティス。昨シーズ
ンは17位でJ2降格、1年でのJ1復帰を目指している。ただ、ここまでは開幕から15試合
で4勝9分2敗と勝ち切れない状況が続いている。要注意なのは、FWの藤尾翔太だ。3
試合ぶりの先発出場となった第11節のいわてグルージャ盛岡戦ではハットトリックの大
爆発でチームの勝利に貢献した。横浜FCとしては、前線からのハイプレスで徳島の3トッ
プ に質の高いボールを供給させないこと、できるだけ高い位置でボールを奪うことが求
められる。昨シーズンの10月16日J1第32節での5-3の壮絶な打ち合いは記憶に新しい
ところ。攻撃的なスタイルのチーム同士、激しい試合になるのは間違いない。

RECOMMEND GOODS

15

16

長谷川

24

高木

伊藤

18

小川

30

17

武田

手塚

6

和田

22

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！

フリ丸まみれDAY 開催！

フリ丸まみれDAY開催！！
たくさんのフリ丸新商品を準備してお待ちしております。

みんな大好きフリ丸！フリ丸にフィーチャーしたイベント
「フリ丸ま
みれDAY」
を開催！ぜひ、
フリ丸まみれな一日をお過ごしください！

※画像はイメージですので実物と異なる場合がございます。

■選手が描いたフリ丸展
選手たちがフリ丸のイラストを描いてくれました！
選手たちからフリ丸へのメッセージ、
イラストに対する一言コメン
トなどもありますので、
ぜひご覧ください！
●時間：11:30〜 ●場所：ホームゴール裏コンコース

●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≫

【フリ丸なりきりキャップ】

選手たちが着用して話題になっているフリ丸になりきれる
キャップが新登場！
フリ丸になりきってスタジアム観戦を楽しんでくださいね！
●価格：3,300円(税込)
●サイズ：フリー(頭周り約57.5cm)
●素材：ポリエステル

■フリ丸まみれ写真撮影会
「フリ丸のブンシンたち」
を持って撮影ができます！選手たちのよ
うにフリ丸まみれでフリ丸と一緒に撮影をしましょう！
＜お貸出し品＞
フリ丸のブンシン
（大）
･･･１体 フリ丸のブンシン
（小）
･･･１体
※なりきりキャップのお貸出しはございません。ぜひグッズ売店
でお求めください！
●時間：12:10〜12:30
●場所ホームゴール裏タータン
※ホームゴール裏コンコース14番ゲートよりご入場ください。

【フリ丸クッション】

フリ丸のクッションが 新 登 場！もちもちとした柔らかい触
り心地が◎
愛 車やおうちのインテリアとしてもぴったりな注目アイテ
ムです！

★福祉作業所販売ブースでは当日限定の木工キーホルダーの販
売、
「横浜農場」
ではバニヤンツリーベーカリーの
「フリ丸印のぱん」
の販売もございます。
ぜひ、
お立ち寄りください。
詳細はこちらから→https://yokohamafc.com/g/220515̲tokushima/

●価格：5,500円(税込)
●サイズ：約36cm×34cm/厚み 約11cm
●素材：ポリエステル100％

“横浜農場”地産地消を暮らしの中に 開催

横浜市産の農畜産物やそれらを使用した加工品販売の
「横浜農
場」
を開催！
お買い物をしてスタンプを集めると“横浜農場”ノベルティグッズ
のプレゼントもあります。
横浜市の農産物を食べて横浜を盛り上げながら、
みんなで横浜
の地産地消と横浜FCの応援をよろしくお願いいたします。
●時間：10：00〜14：00
（キックオフまで）
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近
「横浜農場」
地産地消PRブース
※収穫時期や環境の変化により内容が変更となる場合があります。

【フリ丸フォトタオルマフラー】

フリ丸の主張が激しいタオルマフラー！

フリ丸まみれDAYを楽しむのにぴったりのアイテムです！
●価格：2,500円(税込)
●サイズ：1,100mm×200mm
●素材：表面 ポリエステル/裏面 コットン

■出店店舗ラインナップ
・藤井ファーム/野菜の直売 ・藤又農産/野菜の直売 ・干し野菜研究家 澤井香予with K'sDELISH/干し野菜
ミールキット ・Saryuʻｓ Tea/ブレンド和紅茶 ・con ti,para ti/わんこごはん ・La Cucina di U/ワインに合うお
つまみの店 ・バニヤンツリーベーカリー/フリ丸印のぱん
（カレーパン）

【フリ丸フォトキーホルダー】

フリ丸の写真を大胆にデザインしたキーホルダー！
お気に入りのバッグに付けてお出掛けしてください♪
●価格：900円(税込)
●サイズ：約7cm角内

■スタンプを集めて
「横浜農場」
グッズをもらおう！
・スタンプ1個→メモ帳/スタンプ2個→マスキングテープ/スタンプ3個→エコバッグ
詳細はこちらから→https://www.yokohamafc.com/2022/05/09/220515̲tokushima̲hometown/

●素材：アクリル

横浜FCあしながドリーム基金

【フリ丸金太郎飴】

ソーダ味のフリ丸の金太郎飴です！
お土産にいかがでしょうか？
●価格：500円(税込)
●フレーバー：ソーダ味
●内容量：10粒入り
●原材料名：水飴(国内製造)、砂糖、コーンスターチ、小麦粉/

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

酸味料、香料着色料(赤102、黄4、黄５、
青1、青2)

【ガチャガチャ】

●場所：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：11：00〜試合終了後30分
●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、
メルペイ、
WeChat Pay）
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

