発行 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 横浜市戸塚区品濃町549 2 三宅ビル5階

07.30 sat 18:00
KICKOFF

［第 29 節］VS. いわてグルージャ盛岡

2022 MATCH DAY PROGRAM

本誌掲載記事︑写真︑イラスト等の無断転写︑複写︑転載︑また本誌の転売︑選手サインを入れてのオークション出展等は固く禁じます︒

13
本領発揮はここから

彼の存在そのものが“戦術”といってもいい。
横浜FCの13番、
サウロ ミネイロのことだ。
爆発的なスピードとパワーを活かし、
ボールを持ったら一人でチャンスを作り出し
てしまう。
「小さい頃からゴールを決めるのが大好きでした。
今でもそれは変わりません」
生粋のアタッカーは2021年7月にブラジルのセアラーSCから加入。11試合で4
ゴールを挙げる活躍を見せた。
「チームのためにゴールをとって、横浜FCがJ１に戻れるように力になりたいと
思っています」
第22節のベガルタ仙台戦後から少し戦列を離れていたが、
第28節の東京ヴェル
ディ戦でおよそ1カ月ぶりに復帰した。
「今は良い状態でコンディションも上がってきていますし、
休んでいた分もチーム
に貢献していきたいと思っています」
今シーズンはここまで2ゴール。
本領発揮はここからだ。

心臓の病気を乗り越えて

8月10日は“健康ハートの日”だ。
1985年に日本心臓財団が提唱したもので、
毎日休みなく働く心臓に
「感謝」
をす
る日。
かつて、
心臓の手術をしたことがあるサウロにとっても大切な日である。
7月30日のいわてグルージャ盛岡戦では横浜FCと健康ハートの日のコラボ企画
が行われることになった。
「自分も心臓の病気を持っていたので、同じような病気を持っている子どもたち
にとって、
少しでも自分の経験が助けになればという思いがあります」
コラボ企画の一つとして横浜市立市民病院の医師とも対談し、心臓病の予防に
ついて改めて学んだという。
「日々の生活の中で健康に気を使い、しっかりと栄養や睡眠をとることなどの毎
日の習慣が大事になります」
サウロのトレードマークとなっているのが、頭のハートマークだ。ユニークな髪型
には深い意味がある。
「私が心臓の病気を乗り越えたことを少しでも多くの人に知ってもらえたらいい
なと思ったんです」
ブラジルで“奇跡の心臓”と呼ばれた男は、サッカーができる喜びを感じながら
ピッチに立っている。

夏場に苦手意識はない

横浜FCは28試合を終えて16勝9分3敗。J1昇格、そしてJ2優勝というチームが掲
げる目標を達成できるポジションにいる。
「自分たちがやっていることは間違っていないと思うので、目指すべき場所に行
けるように進んでいくだけです」
日本の夏場は体力的にも過酷な戦いを強いられるが、
サウロの言葉は心強い。
「私がプレーしていた場所、
地域はブラジルの中でも最も暑い地域の一つだった
んです。
確かに夏は暑いですが、
個人的には苦手意識はありません」
「横浜FC×健康ハートの日2022」の啓発イベントも行われる岩手戦。“主役”であ
るサウロにかかる期待は大きい。
当日は
「サウロミネイロ選手健康ハートウィーク
サポートグッズ」
も販売され、
売上の一部を日本心臓財団へ寄付し、
心臓病・脳卒
中の予防制圧活動に活用される。
「自分の胸のあたりには小さなタトゥーがあるのですが、そのモチーフをTシャツ
にプリントしています。私のTシャツを着て応援してくれる人たちもいると思うの
で、
ゴールを決めてみなさんを喜ばせたいです」
サウロのプレー、
そしてゴールがたくさんの人たちに“勇気”を与える。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

戸塚区民DAY

みんなをゴールで喜ばせたい

写真 株式会社スタジオアウパ

SAULO
MINEIRO

編集 東洋美術印刷株式会社・横浜FC
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クラブメンバーズ DAY

PLAYERS FILE
監督

四方田 修平

16

2 MF

3 DF

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

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

8 MF

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

1990年7月28日生
170cm/63kg
神奈川県出身

14

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

20

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

21 GK

22 DF

23 DF

24 DF

25 MF

DF

Daiki NAKASHIO

6

DF

7

MF

8

DF

9

FW

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

29 FW

33 MF

34 DF

Yuya TAKAGI

38 FW

Shunsuke NAKAMURA

39 FW

44 GK

石井 快征

近藤 友喜

西山 大雅

山谷 侑士

渡邉 千真

六反 勇治

2000年4月2日生
174cm/65kg
福岡県出身

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

Kaisei ISHII

48 FW

Tomoki KONDO

Yushi YAMAYA

Kazuma WATANABE

Yuji ROKUTAN

山下 諒也

スベンド ブローダーセン
1997年3月22日生
188cm/89kg
ドイツ出身

11 FW
13 FW
14 MF
15 MF
16 DF

49 GK

1997年10月19日生
164cm/54kg
静岡県出身

Ryoya YAMASHITA

Taiga NISHIYAMA

DF
MF

中村 俊輔

Hayato SUGITA

DF

3
5

高木 友也

Katsuya IWATAKE

2
4

杉田 隼

Akinori ICHIKAWA

いわてグルージャ盛岡

27 DF

岩武 克弥

17 DF
18 DF

Svend Brodersen

19 GK
21 GK
22 MF
23 DF

RECORD THE BLUE

3

中村拓海

［監督］秋田 豊

Zain ISSAKA

市川 暉記

ハイネル

22

対戦チームメンバー 一覧

DF

亀川 諒史

Masashi KAMEKAWA

20

イサカゼイン

49

小川 航基
Koki OGAWA

2

ブローダーセン
ブローダーセン

武田 英二郎
Eijiro TAKEDA

18

小川

岩武

Ryo TABEI

長谷川 竜也
Tatsuya HASEGAWA

和田

ガブリエウ

伊藤 翔
Sho ITO

長谷川

6

5

MF

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

武田

Takuya WADA

1995年3月14日生
181cm/78kg
ブラジル出身

渡邉

17

和田 拓也

GABRIEL Costa Franca

13 FW

39

6 MF

蓮川 壮大
戸根 一誓
牟田 雄祐
石井 圭太

甲斐 健太郎

モレラト

脇本 晃成
韓 勇太

ブレンネル
色摩 雄貴
小松 駿太

加々美 登生
田平 起也
中村 太亮
宮市 剛

松山 健太

稲葉 亜我志

奥山 洋平

25 FW
26 DF
27 MF
28 MF
29 MF
31 GK
32 FW
33 MF
36 DF
37 DF
38 MF
39 FW
41 GK
42 MF
44 DF
45 FW
46 MF
49 MF

山川 廉

キム ジョンミン

ビスマルク
オタボー

増田 隼司

チャン ヒョンス
阿部 伸行

上笹貫 剣
弓削 翼

小野田 将人
深川 大輔
南 拓都

鈴木 魁人

野澤 大志ブランドン

桐 蒼太
斉藤 諒

和田 昌士
中村 充孝
中野 雅臣

J2第29節いわてグルージャ盛岡戦に向けて

2022年7月14日に横浜FCの選手たちが
「夢で逢えたら」
授業
を実施しました。
「夢で逢えたら」
授業とは、
三浦知良選手がヴィッセル神戸所
属時に発案し、
横浜FC加入以降は、
横浜FCの選手たちも継
承し、
夢を持つことの素晴らしさや夢をかなえるためのヒント
や視野を広げてもらうために行っている活動です。
今回は横浜市立川島小学校へ手塚康平選手、
イサカゼイン
選手の2選手が、横浜市立宮谷小学校へは、武田英二郎選
手、岩武克弥選手、高木友也選手、
田部井涼選手の4選手が
訪問しました。
授業開始前まではどこか落ち着かない様子の
選手たちも、
授業が始まると一気に児童の皆さんの注目を集
め、
授業を進行していきます。
夢を持つきっかけやつらい時期
を乗り越えた方法は様々で、
そのどれもが児童の皆さんの心
に響くような内容ばかりでした。

授業の終わりには、
事前に夢について書き記してくれた夢ノー
トを一人一人に手渡しでお返ししました。
ノートには選手から
のサインとメッセージが添えられました。
教室を後にするとき
も、
名残惜しそうに選手に手を振り続ける児童の皆さんの姿
がとても印象的で、
プロサッカー選手が改めて素晴らしい職
業であることを再認識する機会となりました。
授業を終えた選手たちは、
「初めは緊張して汗がやばかった」
と前置きしながらも、
「本当に楽しくて、
あっという間に時間が
過ぎてしまった。
僕たちの方がこのような機会をいただけたこ
とに感謝したいです」
と感想を述べました。
次回はみなさんの小学 校に選手たちが訪れるかもしれま
せん！

選手がより良いプレーを発揮できるよう、横浜FCをサポートしている株式会社爽健
グローバル「笑顔道整骨院グループ」
のマッチデーを開催。
選手のトレーニングとコンディショニング（治療）
を行うトレーナーを派遣し、常によ
り良いコンディションを保てるよう支援していただいています。

（広報：内田智也）

公式戦ウェアの背中のロゴにぜひご注目ください。
笑顔道整骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで、健康で安全・安心
な生活をサポートする整骨院グループとして、高い技術力を強みとし、人々の健康
管理から、様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他に、
アスリート支援、
スポー
ツ支援を積極的に行っています。
笑顔道オフィシャルサイトはこちらから▶https://egaodo-souken.com/
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TODAY’S POINT

今日の見どころ

昨シーズン、J3の最終節で2位に滑り込んで劇的なJ2昇格を果たした、いわてグルージャ盛岡。
元日本代表DFの秋田豊監督は「アグレッシブに諦めない戦い」を目指している。初のJ2ながら、
ここまで勝点26を積み上げているのは、J2の相手に粘り強い戦いができている証拠だろう。
要注意なのは、キャプテンの牟田雄祐だ。J1でもプレーしていた経験豊富なディフェンスリー
ダーは守備を統率するだけではなく、空中戦の高さを活かして、今季ここまでチーム2位となる2
ゴールを挙げている。守りを固めてくることが予想されるだけに、サイドチェンジからスピード
を上げた仕掛けや、前線の3人によるコンビネーションなどで、ゴールをこじ開けていきたい。

RECOMMEND GOODS

おすすめグッズ情報！

★ホームゴール裏グッズ売店
（場内ホームゴール裏16番ゲート付近）
★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。

【サウロ ミネイロ選手健康ハートウィークサポートTシャツ・キーホルダー】

過去に心臓病を患い、現在は克服しプロサッカー選手として活躍をしているサウロ ミネイロ選手。
サウロ ミネイロ選手の胸にある心電図のタトゥーをモチーフとしたグッズを発売いたします。
なお、今回販売する対象グッズの売上の一部は日本心臓財団へ寄付し、心臓病・脳卒中の予防制圧活動にご活用いただ
きます。

♥Tシャツ

♥キーホルダー

サウロ ミネイロ選手の胸にある
心電図のタトゥーをモチーフとし
たTシャツです。
●価格：4,000円（税込）
●サイズ：S/M/L/XL
●素材：ポリエステル

サウロ ミネイロ選手の胸にある
心電図のタトゥーをモチーフとし
たキーホルダーです。
●価格：1,000円（税込）
●サイズ：本体 約32mm×W62mm/
チャーム部分 約16mm×W35mm
●素材：アクリル

横浜FC×健康ハートの日2022コラボブース

心臓病によりサッカー選手の道を一度断念したサウロミネイロ選手。
レンガ
職人として従事していた過去を持ち、現在は克服しプロサッカー選手として
活躍する同選手とクラブが共同で「健康ハートウィーク2022」
（8月10日は健
康ハートの日）に合わせた取り組みを実施し、日本心臓財団が21世紀への
明るい健康運動として提唱すると健康ハートの日を中心とした「健康ハート
ウィーク2022」
（健康ハートウィーク実行委員会）
と連動したコラボブースを
出店します。
●場所：ホームゴール裏コンコース14番ゲート前
●時間：開門〜後半キックオフまで
◆主な内容
・サウロミネイロ選手フォトスポット
ブースで撮影した写真をSNSに投稿して選手サイン入りグッズが当たる抽
選会に参加しよう！
抽選会にご参加いただいた先着1,000名様にサウロミネイロ選手ヒスト
リーポストカードをプレゼント！
・サウロミネイロ選手と循環器ドクターの対談動画放映
・AEDを知ろう！
練習用AEDの展示と説明、いざというときのために！ニッパツ三ツ沢球技場に設置されたAEDのマップを展示し
ます。
★サウロミネイロ選手ヒストリー展
幼少期から現在に至るまで、普段は見ることができない写真を公開！横浜FCをけん引するサウロミネイロ選手の
ヒストリー展をお楽しみください！
★日本循環器学会 禁煙啓発キャラクター
「すわん君」来場！
「横浜FC×健康ハートの日2022コラボブース」
を盛り上げるほか、
健康ハートの日の啓蒙活動を行います！
※詳細はこちらから▶https://www.yokohamafc.com/2022/07/13/kenko810/
健康ハートの日の詳細はこちら▶https://www.kenko810.com/
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HAUOLI BANANA

ボトル入りの冷感タオル！暑い夏を冷感タオルと乗り越えよう！
ひんやり冷感素材のタオルなので夏のサッカー観戦にもぴったり。
ブラインドパッケージなのでどの選手が当たるかは開けてからのお楽しみ！
（税込）
●価格：1,100円
●サイズ：約1100×200mm
●素材：ポリエステル
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ホームゲームイベント情報はこちらから▶https://yokohamafc.com/g/220730̲iwate/

大人気の「FULIE TEE」にホワイト（白T）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！
（税込）
●価格：5,500円
●カラー：ホワイト
●サイズ：S/M/L/XL/XXL

横浜FCあしながドリーム基金

2022
横浜FC

【FULIE CAP NAVY】

私たちは横浜FCを応援しています。

「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。
●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

フリ丸×キヅールコラボグッズ
対戦相手のいわてグルージャ盛岡マスコットのキズール
とフリ丸のコラボグッズが登場！！
★フリ丸×キヅールコラボグッズブース
（場内バックスタンド8番ゲート付近）
★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。

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

★ガチャガチャコーナー：
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
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【FULIE TEE WHITE】

【ハンドタオル】
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【2022冷感タオル】

横浜FCクラブメンバーズDAY開催！

戸塚区民DAY開催！

【タオルマフラー】

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

【キーホルダー】

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

●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

