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ゴールという目的は変わらない

経験豊富なゴールハンター、
渡邉千真。
昨シーズン横浜FCに完全移籍で加入し主力としてプレーしたが、思い描く結果
を残すことはできなかった。
「チームとしても降格してしまったし、個人としては4ゴールと思ったようなシーズ
ンではなかったですね」
2年目となる今季は、
プロキャリアで初めてとなるJ2の舞台を戦う。
「J2で優勝して昇格するという目標に向けて、
強い思いを持ってシーズンに入りま
した」
四方田修平監督が就任し、新たなスタイルとなった横浜FCではFWの役割も多
岐に渡る。
渡邉は
「プレーの幅が広がるし、
良い経験を積めている」
と前向きに取
り組んでいる。
「監督からのオーダーに応えられるのは自分の良さだと思います。
1番前をやると
きとシャドーをやるときとではプレーや役割は変わりますが、
ゴールをとるという
目的は変わりません」

試合に出られない悔しさがあった
圧巻のゴールだった。
ホームで迎えた天王山の第23節のアルビレックス新潟戦で先発出場を果たした
渡邉は、70分に長谷川竜也からのパスを受けると、冷静に左サイドネットへ突き
刺した。
「しっかりと抑えてシュートを打つことができてよかったです」
新潟との首位攻防戦という、
シーズンの行方を占う大事な試合。
渡邉には特別な
思いがあったという。
「チームの調子は良かったですが、僕自身は序盤戦から試合に絡めず、ベンチ外
になることもあったので、
喜びの輪の中に入れない悔しさがありました」
どこかで訪れるチャンスに向けて虎視眈々と準備をしてきた。
「まずは自分が良いコンディションでいること、
調子を上げることを意識して取り
組んできました」
5月4日のロアッソ熊本戦以来の先発出場となった新潟戦では
「緊張感はあった」
ものの、
序盤から積極的にシュートを放っていった。
「ビッグゲームに出られる幸せを噛み締めながら、
サッカーを楽しもうと思ってい
ました」
そして、
ゴールという最高の結果で期待に応え、
チームの勝利に貢献した。

プレーを楽しみたい
今節は渡邉がJ1時代に対戦経験があるジェフユナイテッド千葉をホームに迎え
る。ロングボールを前線に送り込み、そこから攻撃の起点を作ってくるプレーに
警戒心を強める。
「背が高くて体が大きい選手がいて、
フォワードの能力を生かしたサッカーをして
くるイメージがあります。
セットプレーも警戒していきたい」
チームが勝つために何ができるかを考えて、その中で最善のプレーをする。それ
こそ、
渡邉が数々の強豪クラブで活躍できた要因だろう。
「プロとしてピッチに立って活躍することが1番だと思うので、その時間を長くし
て、
結果を出していけるように1試合1試合やっていくだけだと思います」
35歳のストライカーは、
試合に出ることに飢えている。
「シンプルに試合に出て点をとることだけを考えています。
あまり先を見ずに目の
前の試合で勝ちたいし、
プレーを楽しみたい」
試合に出られる喜びを噛み締めながら、
渡邉は“虎視眈眈”とゴールを狙い続ける。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

サッカーができる喜びを噛み締めたい
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PLAYERS FILE
監督

四方田 修平

16

2 MF

ハイネル

Shuhei YOMODA

RHAYNER

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

7 MF

スターティングメンバー予想

横浜FC選手一覧

8 MF

3 DF

中村 拓海
Takumi NAKAMURA
2001年3月16日生
179cm/70kg
大分県出身

9 FW

4 DF

高橋 秀人
Hideto TAKAHASHI

1987年10月17日生
184cm/75kg
群馬県出身

10 MF

5 DF

ガブリエウ

GABRIEL Costa Franca

1995年3月14日生
181cm/78kg
ブラジル出身

13 FW

1990年7月28日生
170cm/63kg
神奈川県出身

14

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

Kléber

17 DF

Reo YASUNAGA

18 FW

Saulo Mineiro

19 DF

18

小川

2

和田

ガブリエウ

20

イサカゼイン

ハイネル

22

岩武

3

中村拓海

49
ブローダーセン
ブローダーセン

Ryo TABEI

20

長谷川

6

5

MF

クレーベ

Kosuke SAITO

亀川

Takuya WADA

齋藤 功佑

渡邉

19

和田 拓也

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

39

6 MF

対戦チームメンバー 一覧

DF

ジェフユナイテッド千葉

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

1

GK

新井 章太

22 DF

4

MF

田口 泰士

23 GK

鈴木 椋大

21 GK

22 DF

23 DF

24 DF

25 MF

27 DF

5

MF

小林 祐介

25 MF

末吉 塁

Daiki NAKASHIO

6

DF

新井 一耀

26 DF

西久保 駿介

8

MF

風間 宏矢

27 FW

チアゴ デ レオンソ

9

Sho ITO

Tatsuya HASEGAWA

Eijiro TAKEDA

Koki OGAWA

Masashi KAMEKAWA

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

33

34

38

Akinori ICHIKAWA

MF

Katsuya IWATAKE

MF

Hayato SUGITA

DF

Yuya TAKAGI

FW

Shunsuke NAKAMURA

39 FW

44 GK

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

48 FW

Tomoki KONDO

Yushi YAMAYA

49 GK

山下 諒也

スベンド ブローダーセン

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

Taiga NISHIYAMA

Svend Brodersen

RECORD THE BLUE
7月２日(土)明治安田生命J2リーグ第24節アウェイで
の水戸ホーリーホック戦。
アウェイの地にもかかわら
ず、400名近くのサポーターが駆けつけ、サポーター
たちの声援が3年ぶりに選手に届いた。
梅雨が明け、
夏の暑さがスタジアムを包む中、
サポーターたちの声
援が、
それをいっそう強くした。
Jリーグの声出し応援検証試合に指定された水戸と
の一戦は、
一部のエリアで声出し応援が可能となり、
200名のサポーターが3年ぶりの応援を楽しんだ。
ウォーミングアップ開始前に、
サポーター同士で選手
のチャントを確認する。
新加入選手のチャントがどん
なものになるか非常に楽しみだった。GKがピッチに
入り、
ブローダーセン選手と六反勇治選手のチャント
が歌われ、二人とも笑顔でサポーターに挨拶を送っ
ていた。
続いてフィールド選手たちがピッチに入ると、
「ヨコハマ!!」
の声がスタジアムに響き渡った。選手た
ちもサポーターの声援が力となり、水戸に先制を許
すも、
和田拓也選手、
小川航基選手がゴールを決め、
逆転勝ちをした。
試合後、
インタビューに応じた四方
田修平監督、選手たちは皆、
口を揃えて「やっぱり声
援はいいですね！！」
と話した。
水戸戦後のブラウブリッツ秋田、
徳島ヴォルティスには
引き分けとなったがチームはJ1復帰に向けて、
ホーム
でジェフユナイテッド千葉を迎える準備ができている。
油断できない 相手だが、ホームで必ず勝点３を取
ろう！！
（広報：亀井慶太）

Kazuma WATANABE

［監督］尹 晶煥

Zain ISSAKA

Yuji ROKUTAN

佐々木 翔悟

FW

川又 堅碁

28 MF

篠原 友哉

10 MF

見木 友哉

29 FW

佐久間 太一

11 DF

米倉 恒貴

31 GK

松原 颯汰

13 DF

鈴木 大輔

32 MF

髙橋 壱晟

14 MF

小島 秀仁

33 DF

ダニエル アウベス

15 DF

チャン ミンギュ

34 GK

三宅 龍人

17 MF

福満 隆貴

37 FW

ブワニカ 啓太

18 MF

熊谷 アンドリュー

40 FW

櫻川 ソロモン

19 FW

サウダーニャ

45 DF

矢口 駿太郎

20 FW

高木 俊幸

47 FW

新明 龍太

21 MF

秋山 陽介

50 MF

桑原 晃大

J2第27節ジェフユナイテッド千葉戦に向けて

【リストレジデンス横濱桜木町】
モデルルームご見学会開催中
横浜市営地下鉄ブルーライン
「桜木町」駅徒歩4分
新築分譲マンション
「リストレジデンス横濱桜木町」
モデルルーム公開中！

【マンションギャラリー概要】
所在地：横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル11階
営業時間：(平日)10:30−18:00(土日祝)10:00−18:00
定休日：火・水曜日(祝日除く)
公式HP：https://www.list.co.jp/list-r/yokohama-sakuragicho/

｜予告広告｜本広告を行い取引を開始するま
では、契約又は契約の申込み、並びに申込み
順位の確保には応じられません。予めご了承
ください。
（販売予定時期/2022年7月下旬）

■「リストレジデンス横濱桜木町」全体物件概要●所在地/神奈川県横浜市中区野毛町三丁目136
番(地名地番)●交通/横浜市営地下鉄ブルーライン
「桜木町」駅徒歩4分・JR京浜東北線・根岸線「桜
木町」駅徒歩6分、京急本線「日ノ出町」駅徒歩4分・横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道」駅徒歩
12分●敷地面積/842.06㎡(建築確認対象面積)843.36㎡(販売対象面積・登記記録面積・実測面
積)●建築面積/555.74㎡●建築延床面積/4667.05㎡(容積対象外面積1288.53㎡を含む)●地域・
地区/商業地域・防火地域・第7種高度地区●構造・規模/鉄筋コンクリート造、地下1階、地上9階●
施工/鉄建建設株式会社(東京支店)●管理形態/区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会
社に委託(通勤管理)●竣工予定日/2023年12月上旬予定●入居予定日/2023年12月上旬予定●
売主/リストデベロップメント株式会社＜国土交通大臣(5)第6130号（一社）全国住宅産業協会(公
社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、
〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町4-47リスト関内ビ
ル TEL：045-671-1144＞●販売提携(代理)リストインターナショナルリアルティ株式会社＜国土
交通大臣(2)第8544号（一社）全国住宅産業協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、
〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町4-47リスト関内ビル TEL：045-671-1195＞
■「リストレジデンス横濱桜木町」第1期販売物件概要
(予告広告)●販売戸数/未定●予定販売価格/未定●
予定最多販売価格/未定●間取り/1LDK〜4LDK●専
有面積/39.28㎡〜100.06㎡●バルコニー面積/7.56㎡
〜20.40㎡●サービスバルコニー面積/2.00㎡●トラン
クルーム面積/0.68㎡〜1.31㎡●管理費(月額)/未定●
修全積立金(月額)/未定●管理準備金(引渡し時一括)/
未定●修全積立基金(引渡し時一括)/未定●インター
ネットサービス料金(月額)/未定
＊表示されている専有面積、バルコニー面積等の数値
は、一括して販売するか数期に分けて販売するか未定
のため今後供給予定の全住戸を基準としています。
＊
価格、販売戸数等は、公式HP物件概要本広告にて
2022年7月20日明示します。
＊予告広告：本広告を行い
取引を開始するまでは、契約または予約の申込、並び
に申込順位の確保には応じられません。予めご了承く
ださい。
＊広告有効期限/2022年7月20日

TODAY’S POINT

今日の見どころ

Jリーグの “オリジナル10” の1つであるジェフユナイテッド千葉が今節の対戦相手だ。セレッソ
大阪で司令塔として活躍した尹晶煥監督が率いて3シーズン目を迎え、1年目は14位、2年目は
後半戦に13試合無敗があり8位と年々順位を上げてきており、今シーズンはJ1昇格を目指す。
セットプレーからの得点が多く、長身でフィジカルの強いFWを生かした攻撃を仕掛けてくる。
要注意選手は今季から背番号10番になった見木友哉だ。昨季ブレイクを果たし、リーグ戦で
は14得点を挙げた。横浜FCとしては、自陣での不用意なファールを避けること、ロングボール
への対処には注意したい。アウェイでの前回対戦は引き分けだっただけに、ホームの声援を力
に変えて勝ち切りたい。

RECOMMEND GOODS

フリ丸×そうにゃんコラボグッズが登場！！
ぜひこの貴重な機会にコラボグッズを手に入れてください！
★フリ丸×そうにゃんコラボグッズブース(場内バックスタンド11番ゲート付近)

★肉のきよし
（白根通り商店会）
白根通り商店会から和牛専門店
「肉のきよし」
さんが出店！牛カルビ弁当や豊富なお惣菜をご賞味ください。

★スパイスガーデン 鶴ヶ峰店
（鶴ヶ峰商店街）
インド・ネパール料理スパイスガーデンさんの、
様々なスパイスを使った女性に大人気のバターチキンカレーライ
スやタンドリーチキンをご堪能ください。

相模鉄道キャラクター
「そうにゃん」
来場！

★メインスタンドグッズ売店(場内メインスタンドコンコース)
※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。

【パスケース】

暑い時期のサッカー観戦には欠
かせない定番アイテムです。
●価格：2,500円(税込)
●サイズ：約20cm×110cm
●素材：表面 ポリエステル/
裏面 コットン

★旭区役所ブース
旭区の歴史人物
「畠山重忠」
ブースのパネル展やリーフレットを
配布。
重忠に関する区内の史跡などをご紹介！

★青木商店
（四季美台店）
街の酒屋さん！有限会社青木商店 四季美台店さんの、お酒に合う
「くしてんてん」
とデザートに最高
「冷凍パイン」
はいかがでしょうか。

おすすめグッズ情報！

【タオルマフラー】

あさひ区民DAYブース あさひくん来場！

●時間：15:00〜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

フリ丸も電車に乗せてみました！
通勤通学・お出掛けに使いたくな
ること間違いなし！
●価格：2,000円(税込)
●サイズ：約H106×W76mm
●素材：合成皮革

フリ丸と一緒に写真撮影会を開催。
●場所：14番ゲート内ホームゴールタータン部分
●時間：16:10〜16:30
※2人に混ざっての写真撮影はできませんので、
予めご了承ください。
※時間になり次第、写真撮影会は終了いたします。
※フェアプレー宣言終了後にピッチ外を周回しますので、お楽しみに！

横浜FC × 赤十字 献血応援プロジェクト けんけつちゃんご来場！！

【ゆらゆらアクリルスタンド】

試合会場に献血バスを設置します。
大切な命を守るために、
皆さまのご協力をお願いいたします。
「神奈川骨髄移植を考える会」
と協働で
「骨髄バンクドナー登録会」
も実施。
献血推進キャラクターの
「けんけつちゃん」
が来場！はじめてフリ丸とご対面！！
もしかしたらツーショットが撮れるかも！？

電車に乗ったフリ丸・そうにゃんのゆらゆらと動く姿に
癒されます♪
●価格：1,100円(税込)
●サイズ：W74mm×H71mm
●素材：アクリル

【ハンドタオル】

●献血受付時間：13：30〜17：30まで
●場所：場外ホームゴール裏入場口付近

★ホームゲームイベントの詳細はこちらから
https://yokohamafc.com/g/220717̲chiba/

【キーホルダー】

バッグやポケットに入れて持ち運
びやすいサイズ感なのでぜひお
出掛けに持って行ってください！
●価格：900円(税込)
●サイズ：約20cm×20cm
●素材：表面 ポリエステル/
裏面 コットン

お気に入りのバッグに付けてお
出掛けしてみてください！
●価格：900円(税込)
●サイズ：約7cm×7cm
●素材：アクリル

横浜FCあしながドリーム基金

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。
★グッズ売店場所：ホームゴール裏16番ゲート付近/メインスタンドコンコース
※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」で披露された選手
たちが描いたフリ丸をキーホルダーにしてみました！
今回はイサカ ゼイン選手、中塩大貴選手、手塚康平選手、スベン
ド ブローダーセン選手が新登場！
●価格：900円(税込)
●ラインナップ：No.20 イサカ ゼイン/No.27 中塩大貴/
No.30 手塚康平/No.49 スベンド ブローダーセン
●サイズ：約7cm×7cm
●素材：アクリル

【2022ユニフォーム型ミニポーチ】

カラビナが付いているのでバッグに付けることも◎
●価格：990円(税込)
●ラインナップ：No.16 長谷川竜也/No.18 小川航基/No.25 中村俊輔/FP加工無し
●サイズ：H10cm×W12cm(袖口から袖口までの最大値の長さ)/カラビナ約5cm
●素材：ポリエステル

★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
●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）

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

2022 横浜FC オフィシャルパートナー

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。

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
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
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
株式会社デック
共栄産業株式会社
オープンセオリー株式会社

