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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第25節］ VS. ブラウブリッツ秋田
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あえて気持ちを入れ過ぎない
和田拓也には“冷静沈着”という言葉が似合う。
今シーズン、横浜F・マリノスから完全移籍で加入した実力者には、横浜FCで果
たすべき明確な目標がある。
「一番の目標は昇格なので、それに向けて自分ができることを全てやろうという
覚悟を持って来ました」
J1で長きに渡ってプレーして来た和田は、昇格するためにはプレーのクオリティ
以外にも、「走る、戦う、同じ方向を向いて一体感がある」ことが大事だという。
「オファーをもらったときに思ったのは、昇格させることは残留させることより大
変だろうなと。そういう仕事をできることにやりがいを感じたんです」
四方田修平監督は「ゲームを読む力がある」と和田のことを評価している。
「メンタル面であまり試合に入り込みすぎず、客観的に第三者目線の感覚を持つ
ようにしています」
ゲームの状況を把握し、最適な判断をするために――。和田が常に安定したパ
フォーマンスを出せる理由がそこにある。

味方を助けたい
横浜FCでのボランチ、あるいは3バックの一角でプレーしている。
「試合の展開や、一緒に出ている選手によって、プレースタイルを変えたり合わせ
たりできるのは自分の良さだと思います」
横浜FCの目指す新たなスタイルにおいて、中盤の要となるボランチが果たす役
割は大きい。
「このサッカーではビルドアップのときにボランチが前を向く、前につなぐところ
が肝になってきます」
それ以外にも試合に勝つために大事なことを理解し、体現している。球際では体
をぶつけて、最後まで走り抜く。
「みんなで戦う、走るというところを自分が率先して見せていければと」
実力も経験もある和田が体を張ってプレーすることは、チーム全体へのメッセー
ジにもなる。それに加えて、横浜FCでは若手の選手へのアドバイスも積極的にす
るようになった。
「チームとしても個人としても上に行くためのヒントを与えられたらなと思ってい
ます」
本人曰く「僕には特別な武器はない」。それでも和田がJ1のピッチで長く戦ってこ
られたのは頭が良く、サッカーIQが高いからだ。
「どうしたら相手が嫌がるかとか、味方が助かるプレー、人と人の間に入るという
ことを常に心がけています」

主導権を握ることにこだわる
ベガルタ仙台、アルビレックス新潟との上位決戦を2連勝で終えた横浜FC。第23
節終了時点でチームは首位に立っている。だが、和田に慢心はない。
「一番大事な2連戦で勝点6を手にできましたが、サッカーの内容的にはよかった
とは思っていません」
この先も勝ち続けていく、J1昇格という目標を達成するためにはサッカーの質を
高めていくことが必要だ。
「どれだけ自分たちのリズムでゲームを進められるか。それが残りの試合で大事
になってくると思います」
今節は、アウェイで敗戦したブラウブリッツ秋田をホームに迎える。相手の土俵
に立ってしまい、受け身になってしまった反省点を活かしたい。
「ロングボールを多用してくる相手に対して、こちらが受け過ぎてしまったので、
いかにボールをつなげるかが大事になってきます」
J1昇格へ向けて勝負の後半戦は始まっている。
「結果にも内容にもこだわっていきたい。それが、J1に上がった後にもつながって
いくはずです」
冷静沈着なバランサーは、静かに闘志を燃やしている。

記事／北 健一郎（スポーツライター）



 1 GK 新井 栄聡
 2 DF 吉村 弦
 3 DF 小柳 達司
 4 DF 池田 樹雷人
 5 DF 千田 海人
 6 MF 輪笠 祐士
 7 MF 普光院 誠
 8 MF 茂 平
 9 FW 中村 亮太
10 MF 沖野 将基
11 FW 半田 航也
13 FW 才藤 龍治
14 FW 三上 陽輔
15 MF 江口 直生
16 FW 井上 直輝
17 DF 下坂 晃城
18 FW 吉田 伊吹

19 FW 武 颯
20 DF 加藤 慎太郎
21 GK 田中 雄大
23 MF 稲葉 修土
24 MF 小暮 大器
25 MF 藤山 智史
27 DF 藤田 雄士
29 FW 齋藤 恵太
30 GK 安田 祐生
32 DF 増田 繁人
33 MF 飯尾 竜太朗
39 DF 高瀬 優孝
40 FW 青木 翔大
41 GK 松井 謙弥
45 MF 鈴木 陽成
46 MF 大友 侑也
50 DF 加賀 健一

対戦チームメンバー 一覧

RECORD THE BLUE J2第25節ブラウブリッツ秋田戦に向けて

PLAYERS FILE 横浜FC選手一覧

監督

四方田 修平
Shuhei YOMODA

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

FW48
山下 諒也
Ryoya YAMASHITA

GK49
スベンド ブローダーセン
Svend Brodersen

ブラウブリッツ秋田
［監督］ 吉田 謙

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

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

ベガルタ仙台、アルビレックス新潟との直接対決を制
し、再び首位へと浮上した横浜FC。これまで課題とさ
れていた守備面も、圧倒的な攻撃力を誇る新潟を相手
にクリーンシートを達成したことは大きな自信へと繋が
るはずである。
6ポイントマッチと称される上位との直接対決で連勝を
飾り、チーム内の雰囲気は明るい。
ただ、試合後のコメントで四方田修平監督が話してい
た通り、「残り19試合、合計57ポイントを取れる状況。ま
だまだ分からない。切り替えて地道に一週間を全力で
ぶつかっていくことに立ち返っていきたい。」
この2試合の結果に慢心することなく、1試合ずつ積み
重ねていく姿勢を持ち続けていくことを忘れてはいけ
ない。この先に待つ厳しい戦いもファン・サポーターを
含めたチームで一丸となって戦っていきたい。
そんなポジティブなチーム状況の中、悲しいお知らせも
届いた。
昨夏、チームに合流し、共に戦ってきたフェリペ ヴィゼ
ウの期限付き移籍満了が発表された。このクラブの為
に、勝利の為に、彼はもてる全ての物をチームに注いで
くれた。
試合前、ロッカールームにおいて、おとなしいチームメイ
トを前に熱い魂を注入して、仲間を鼓舞する姿はもは
や彼の代名詞となっていた。
J2降格が決まった後のロッカールームではひとしきり涙
を流していた。それでも彼は新シーズンも横浜FCでプ
レーすることを選んだ。在籍した期間は短くとも、横浜
FCを愛し、本気でこのクラブの為にプレーしてくれたこ
とは紛れもない事実である。外国籍選手の枠の関係で
残念ながら、あまり出場機会を得ることはできなかった
が、横浜FCの歴史に、そしてファン・サポーターの心に
フェリペ ヴィゼウの名前は確実に刻まれている。
Obrigado Vizeu!! （広報：内田智也）

オフィシャルパートナー株式会社クリーンアップ・インターナショナルのグ
ループ会社である株式会社アイフーズが運営する「串羊 羊サンライズ 横
浜関内店」に高橋秀人選手が行ってきました。
羊肉専門店　串羊 羊サンライズ 
横浜関内店
（https://www.hitsujisunrise.jp/
kushi-hitsuji/yokohamakannai/）
神奈川県横浜市中区常盤町3-33 
シーステージ横浜 3F
●営業時間
【月～土】17：00～23：00（L.O22:00)
●定休日
日曜・祝日（連休の場合は変更となる
こともございます）

高橋選手が食べたメニューはこちら▶
全9品のコース「羊をめぐる冒険」
国内で１％以下しか流通しない希少な
国産羊肉と厳選された海外産羊肉の
フルコース

高橋秀人選手コメント：
串羊さんに来て、アスリートにとって
貴重なたんぱく源を、美味しい料理
の工程でいただけてとても満足しま
した。全部美味しかったけど、つくね
と蓮根の料理が特に好きだった。肉
汁がじゅわーと出てきて香辛料も絶
妙でした。2番目の骨つきお肉も満足
度が高く、茶碗蒸しも最高だったし、
あー決められません（笑）。デザートも
羊で今日は羊づくし。羊の肉を食べ
て、怪我も早く良くなりそうな気がし
ます。
羊の肉は代謝をあげて体温をあげる
作用もあるので、アスリートにとって
も良い食べ物だと伺いました。料理
の見た目の華やかさや上品さが2倍
3倍に膨れ上がるような、居心地の良
い空間とリラックスできる空間でし
た。今日食べたお肉のエネルギーが、
次の試合の僕のプレーの活力となる
と思います。本当に美味しくて、素敵
な空間で幸せな時間でした。ごちそ
うさまです。ありがとうございました。

https://www.hitsujisunrise.jp/kushi-hitsuji/yokohamakannai/
https://www.hitsujisunrise.jp/kushi-hitsuji/yokohamakannai/


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

39
渡邉

49
ブローダーセン

2
ハイネル

5
ガブリエウ

3
中村拓海

16
長谷川

22
岩武

18
小川

6
和田

19
亀川

20
イサカゼイン

J2参入初年度となった昨シーズンは、13位で最大の目標だった残留を果たしたブラウブリッツ
秋田だが、吉田謙監督体制3シーズン目を迎え、「超秋田一体」のチームスローガンのもと、10
位以内を目指す。ボールを奪ったら、素早く前線の選手に送り込み、チーム全体で迫力を持っ
てゴールに向かっていく。吉田監督が浸透させた秋田スタイルは、どこの相手にとっても脅威
となる。和田拓也が「どうしても中盤を省略されてしまうので、うまくペースをつかめるかが大
事になる」と話すように、横浜FCとしては相手の土俵に乗らず、ボールを保持する時間を長くし
たい。アウェイでの秋田戦は0-1で黒星を喫した。ベガルタ仙台、アルビレックス新潟との上
位決戦を制したあとだからこそ、しっかりと白星をつかみとりたい。

TODAY’S POINT   今日の見どころ

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
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

アイオケSPECIAL LIVE開催！

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
保土ケ谷区スポーツ協会
有限会社神中産業

スタジアムMC三田萌日香が所属する女性アイドルユニット
「アイオケ」のSPECIAL LIVE！
普段とは違う姿を見せてくれる三田ちゃん、アイオケに注目！！
●時間：17:50～18:00　●場所：ホームゴール裏タータン

★アイオケ
2020年7月23日に活動を開始した歌と本物の演奏とパフォーマンスを融合する女性アイドルユニット。
キャッチコピーは「会いにいけるオーケストラ、愛に生きるオーケストラ、アイドルオーケストラ」
横浜FCスタジアムMCとして活動中の三田萌日香もメンバーとして活動中

保冷バッグ プレゼント
マッチスポンサーの株式会社クリーンアップ・インターナショナル様および
株式会社アイフーズ様より、先着1,500名様にアイスノンをプレゼント！
※アウェイゴール裏での配布はございません
●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

横浜ライト工業株式会社
社会福祉法人日本保育協会横浜支部
鈴木伸彦
株式会社ロマック
株式会社小野ファーム
戸田建設株式会社 横浜支店
株式会社ミツハシ
株式会社ユナイテッドスタイル
有限会社エムワイハウジング
株式会社リトルハピネス
株式会社ティー・アンド・エス・システムズ
野中貿易株式会社
株式会社ユナイテッドスタイル

≪PICK UP！≫
【FULIE TEE WHITE】
大人気の「FULIE TEE」にホワイトのカラーが新登場！
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、タウンユースしやすいアイテムです。
●価格：5,500円(税込)
●カラー：ホワイト
●サイズ：S/M/L/XL/XXL

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

あの日あの時、話題になった選手が描いたフリ丸がグッズになって登場！
ぜひグッズ売店にお立ち寄りください！！
●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）

【シューズカバー】
突然の雨でも濡れない！靴の上から履いて足元を守ることができるレインシューズカバー。
コンパクトに収納でき、使用後はカバンに入れても濡れないケース付きです！
雨の日のスタジアム観戦に、持っていきたい新アイテムです。
●価格：2,500円(税込)
●サイズ：Mサイズ(外寸が27cmまでの靴用) 約W290×D117×H230mm
●重量：約220g
●素材：ポリ塩化ビニル樹脂

★ガチャガチャコーナー：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

≪新商品≫
【選手が描いたフリ丸イラストキーホルダー】
フリ丸まみれDAYの「選手が描いたフリ丸展」で披露した選手
たちが描いたフリ丸をキーホルダーにしてみました！ブラウブ
リッツ秋田戦では5選手を販売！ぜひゲットしてください！
●価格：900円(税込)
●ラインナップ： No.3 中村拓海/No.8 齋藤功佑/No.13 サウロ 
ミネイロ/No.15 伊藤翔/No.17 武田英二郎

※その他の選手は7月17日(日) ジェフユナイテッド千葉戦にて販売予定です。
●サイズ：約7cm×7cm
●素材：アクリル 
※画像はイメージですので実物と異なる場合があります。

【FULIE CAP NAVY】
「FULIE」の刺繍が施されたネイビーのカジュアルなキャップ。
シンプルなデザインでどんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。
●価格：6,000円(税込)
●サイズ：フリーサイズ(アジャスター付き)
●素材：綿

●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IC、iD、WAON）

【2022プレーヤーズタオルマフラー】
選手の写真をデザインしたタオルマフラー！ネームと背番号がデザインされている
ので、選手へのアピールにも活躍するアイテムです。
No.2 ハイネル選手とNo.13 サウロ ミネイロ選手が新登場！
●価格：2,500円(税込)
●ラインナップ： No.2 ハイネル/No.3 中村拓海/No.8 齋藤功佑/No.10 安永玲央
/No.13 サウロ ミネイロ/No.15 伊藤翔/No.16 長谷川竜也/No.18 小川航基/No.22 
岩武克弥/No.25 中村俊輔/No.48 山下諒也/No.49 スベンド ブローダーセン
●サイズ：約1,100mm×200mm
●素材：表面 ポリエステル/裏面 コットン
※画像はイメージですので実物と異なる場合があります。

ブラウブリッツ秋田をホームに迎える一戦、戦いの前には敵地の
名産品を食らえ！
秋田県の名産「いぶりがっこ」や銘菓「バター餅」などを取り揃え
た「秋田物産展」を出店いたします！
ぜひご賞味ください！
●場所：ホームゴール裏入場ゲート付近
●時間：16：00～後半キックオフまで
★秋田県PRブース出店
秋田物産展内に秋田県PRブースを出店、この機会に秋田県を知
り、観光のご参考に！
アンケートにご回答いただくと、秋田犬デザインのトートバッグを先着100名様にプレゼント！
ぜひ、お立ち寄りください！
●場所：ホームゴール裏入場ゲート付近「秋田物産展内」
●時間：16：00～後半キックオフまで

★ホームゲームイベントの詳細はこちらから
https://yokohamafc.com/g/220706_akita/

秋田物産展 出店！

https://yokohamafc.com/g/220706_akita/

