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過去は取り戻せない

横浜FCの守備を支えているのはこの男だ。
ガブリエウ コスタ フランサ ――。センターバック、ブラジルでは“ザゲイロ”と
呼ばれるポジションで最終ラインを支えている。
ガブリエウが来日したのは昨年7月だった。当時のチームはJ1で残留争いの真っ
只中にいた。
「できる限りのことをして、チームをJ1に残すという役目でここへ来ました」
当時は新型コロナウイルス感染症の影響で入国後14日間の隔離期間があったが、
チームに合流した数日後に行われた名古屋グランパス戦で早くもデビューを果た
した。
ガブリエウ加入後の横浜FCは失点数が減り、
J1残留も現実味を帯びて来た。
しかし、残留に向けて大事な時期に入ってきた第33節の湘南ベルマーレ戦で
ガブリエウは負傷してしまう。
「昨シーズンの湘南戦、試合途中に怪我の影響で交代せざるをえなかった悔し
い思いというのはよく憶えています」
この試合に敗れた横浜FCは、そこから巻き返すことができずにJ2降格という
結果でシーズンを終えることになった。
それでもガブリエウは前を向いた。
「過去は取り戻すことはできないので今、自分たちができることを考えることが
大事です」

ブラジル人ファミリーの存在

ガブリエウが日本に来てから1年が経った。
日本での生活にも慣れ、家族とともにいろいろな場所を訪れて日本の文化にも
触れている。
「日本に来てフットボールができていることをとても幸せに思っています」
横浜FCには、現在6名のブラジル人選手が在籍している。
助っ人外国人として「チームの助けになる」という共通の目的のもと日本へやっ
て来た仲間だ。
「グラウンドの外でも集まって食事をすることもありますし、家族のようにいつも
一緒に過ごさせてもらっています」
しかし、外国籍選手のエントリー枠は5名。日本人選手だけではなく彼らにも
熾烈なポジション争いがある。
同じ故 郷を持つ仲間でもありながら、同時にポジションを争うライバルでも
ある関係だ。
「大事なことはプレー面でもそれ以外でも、お互いにリスペクトを忘れないと
いうことです」
限られた枠を争うことになるが、
お互いを尊重しながら切磋琢磨している。
「メンバーを決めるのは監督なので、自分たちは選手として最大限の努力をし、
クラブの役に立てるようにといつも考えています」

もう一度J1の舞台へ

「今は首位にいて、もう一度J1に所属するチャンスがあるので、そこに全ての力を
注いでいきたい」
自力での昇格が狙える位置にいるだけに、残り試合は一つずつしっかりと勝ち
点を積み重ねていくことが大切になってくる。ここからは「すべてが決勝戦のつ
もり」でやることが必要だ。
現在は追われる立場にいるが、
それは関係ないという。
「とにかく自分たちは勝つことに100%のエネルギーを注いでやっていきたいと
思います」
ガブリエウが何度も口にしたのは「自分たちのやるべきことをやる」という言葉
だった。全ては自分たち次第。当然追われるプレッシャーはあるが、目の前の試
合に勝たなければ昇格は見えてこない。
今節の対戦相手の栃木SCとの前回の対戦は0-0のドロー決着だっただけに、
ホームでは勝ち切りたいところだ。
「しっかりと分析をして相手の特徴を捉えた上で試合に出ることはアドバンテージ
になります。
その上で失点を0に抑えたいと思います」
そして、
ガブリエウが
「とても心強い」
と話すのが横浜FCのサポーターだ。
「彼らのクラブに対する愛情というのは自分たちに勇気を与えてくれますし、
モチ
ベーションにもなっています」
頼もしき“ザゲイロ”はJ1昇格という目標のために“自分たちのやるべきこと”に
集中している。

記事／北 健一郎（スポーツライター）
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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

13 FW

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

14

MF

1990年7月28日生
170cm/63kg
神奈川県出身

サウロ ミネイロ

田部井 涼

伊藤 翔

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

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

1988年7月24日生
184cm/76kg
愛知県出身

16 MF

17 DF

20

21 GK

Kléber

18 FW

Saulo Mineiro

19 DF

Ryo TABEI

DF

武田 英二郎

小川 航基

亀川 諒史

イサカ ゼイン

市川 暉記

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

1998年10月19日生
190cm/86kg
神奈川県出身

22 DF

23 DF

25 MF

29 FW

30 FW

Tatsuya HASEGAWA

Eijiro TAKEDA

Koki OGAWA

Masashi KAMEKAWA

Zain ISSAKA

岩武

48

山下

14

和田

田部井

5

ガブリエウ

3

中村拓海

49
ブローダーセン
ブローダーセン

Sho ITO

長谷川 竜也

18

小川

6

22

15 FW

クレーベ

Kosuke SAITO

亀川

Takuya WADA

齋藤 功佑

Takuya MATSUURA

伊藤

19

和田 拓也

松浦 拓弥

長谷川

15

6 MF

対戦チームメンバー 一覧

栃木ＳＣ

［監督］時崎 悠

Akinori ICHIKAWA

1

GK

川田 修平

23 MF

植田 啓太

3

DF

黒﨑 隼人

24 MF

神戸 康輔

31 FW

4

MF

佐藤 祥

25 GK

青嶋 佑弥

岩武 克弥

杉田 隼

中村 俊輔

石井 快征

山根 永遠

マルセロ ヒアン
Marcelo Ryan

MF

2004年1月9日生
180cm/67kg
神奈川県出身

2000年4月2日生
174cm/65kg
福岡県出身

1999年2月5日生
167cm/67kg
広島県出身

2002年6月8日生
188cm/83kg
ブラジル出身

西谷 優希

27 FW

1996年6月4日生
173cm/70kg
大分県出身

1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

7

五十嵐 理人

8

MF

髙萩 洋次郎

28 DF

吉田 朋恭

9

FW

瀬沼 優司

29 FW

矢野 貴章

33 MF

34 DF

35 DF

38 FW

39 FW

Katsuya IWATAKE

Hayato SUGITA

Shunsuke NAKAMURA

Kaisei ISHII

Towa YAMANE

44 GK

10 MF

森 俊貴

30 DF

福森 健太

近藤 友喜

西山 大雅

マテウス モラエス

山谷 侑士

渡邉 千真

六反 勇治
Yuji ROKUTAN

11 MF

32 FW

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

2001年3月6日生
188cm/74kg
ブラジル出身

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

ジュニーニョ

宮崎 鴻

13 MF

松岡 瑠夢

33 MF

磯村 亮太

14 MF

谷内田 哲平

35 DF

鈴木 海音

48 FW

49 GK

15 DF

大谷 尚輝

37 FW

根本 凌

Tomoki KONDO

Mateus Moraes

Taiga NISHIYAMA

Yushi YAMAYA

Kazuma WATANABE

山下 諒也

スベンド ブローダーセン
Svend Brodersen

16 DF

38 FW

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

カルロス グティエレス

小堀 空

17 MF

山本 廉

40 DF

井出 敬大

18 MF

大森 渚生

41 GK

藤田 和輝

19 FW

大島 康樹

45 DF

平松 航

Ryoya YAMASHITA

RECORD THE BLUE

J2第35節栃木ＳＣ戦に向けて

8月。
真夏の4試合は3勝１敗で終えた横浜FC。
８月の
１試合目に開幕戦で戦った大宮アルディージャに敗
れてしまい今シーズン２度目の連敗を喫してしまった
が、
その後のホームでのザスパクサツ群馬戦は、
サウ
ロ ミネイロ選手の2戦連発弾を守り抜き、前半戦ア
ウェイで３点から追い付かれてのドローの雪辱をはら
した。
次節8/20のファジアーノ岡山との上位対決。
自
動昇格をするためにも負けられない一戦は、二人の
サイドアタッカーが輝いた。
今夏群馬から加入した山
根永遠選手が自陣からドリブルで駆け上がり、
逆サイ
ドを走って来たスピードスターの山下諒也選手にラ
ストパスを送る。
相手GKと１対1になった山下選手が
冷静に決め、
1-0で制した。
これでホームでの上位対
決は負けなしと、
優勝するための自信になったに違い
ない。
また、前節から連続でスタメンとなった田部井
涼選手がルーキーながら、広い視 野と精度の高い
ボールでチームに安定をもたらしてくれる存在になっ
ているのも嬉しいニュースだ。
田部井選手は「シーズ
ン序盤はなかなか、
メンバーにも絡めず、入っても試
合に出られないときもあったが、腐らずに、先輩たち
のアドバイスを聞きながら、
地道に練習に取り組んで
きました。
」
と話してくれた。

次 節のアウェイでのFC町田ゼルビアとの一戦は、
相手にゲームを支配されるも集中した守備でゴール
を守り、86分に今夏加入したFWのマルセロ ヒアン
選手のアシストから山下選手が2戦連続でゴールを
決め、３試 合 連 続 の「 ウノゼロ 」＆３連 勝 を 達 成
した。
9月。初戦は蒸し暑いアウェイでのレノファ山口戦。
伊藤翔選手と小川航 基選手のゴールでリードする
も、終盤山口の猛攻に苦しみドローで試合を終える
が、
試合後小川選手は
「これがサッカー。
最後まで何
が起こるかわからない。
でもこういう試合は得るもの
が大きいから、気を落とさず得たものを生かして前
に進みたい。」
とエースらしく頼もしい言葉を言ってく
れた。
残り８試合。時間にすると720 分しかない。精一杯
チームを応援していきたい。
（広報：亀井慶太）

今節は“FRONTIER MATCH 〜フロンティア マッチ〜”

大型ビジョンで流れるブローダーセン選手出演の動画にもご注目ください！

GHシリーズ
FRONTIERは、第12世代CoreとASRock製H670マザーボードを搭載したデスク
トップPC 2機種を発売。
「GH」
シリーズおよび「GA」
シリーズから、
それぞれ3モデ
ルずつを用意する。
CPUにCore i7-12700FまたはCore i5-12400F、マザーボードにASRock
「ASRock H670 PG Riptide」
を採用。
OSは共通でWindows 11 Homeを備える。
主な仕様はGHシリーズの場合、下位モデルがCore i5-12400F、16GB DDR4メモ
リ、512GB M.2 NVMe SSD、GeForce RTX 3060、600W 80PLUS Bronze電源な
どを搭載し、価格は17万9,800円。
中位モデルがCore i7-12700F、16GB DDR4メモリ、1TB M.2 NVMe SSD、
GeForce RTX 3070 Ti、850W 80PLUS Gold電源などを搭載し、価格は24万
9,800円。
上位モデルがCore i7-12700F、32GB DDR4メモリ、1TB M.2 NVMe SSD、
GeForce RTX 3080 Ti、1,000W 80PLUS Platinum電源などを搭載し、価格は37
万9,800円。
※GHシリーズおよびGAシリーズの詳細は以下URLよりご確認ください

公式通販サイトはこちら⇒https://www.frontier-direct.jp/
お得な情報配信中！公式Twitterはこちら⇒https://twitter.com/frontier̲k

ユニフォーム背中の“FRONTIER”ロゴにもご注目ください！

TODAY’ S POINT

今日の見どころ

今節の対戦相手である栃木SCは、昨シーズンのJ2を14位でフィニッシュ。今季からは福島ユナイ
テッドFCの前監督 時崎悠氏がチームを率いている。チームトップのゴール数を挙げているのは
元日本代表FWの矢野貴章だ。空中戦の強さを活かしてターゲットマンとなり、DFラインの背後
への飛び出しも得意とする。また、夏にはFC東京から期限付き移籍で元日本代表MFの髙萩洋
次郎が加入。広い視野と卓越したパスセンスを持つ司令塔から、エースの矢野というホットライ
ンが形成された。1発でチャンスをつくる個の力があるタレントがいるだけに、ボールを失った後
に即時奪回ができるかが鍵となる。ラスト8試合、J1昇格に向けて負けられない試合となる。

RECOMMEND GOODS

おすすめグッズ情報！

「フリ丸まみれDAY」にちなんだフリ丸グッズが各種新登場！！
販売場所

フリ丸まみれDAY開催！

みんな大好きフリ丸！

今シーズン2回目の
「フリ丸まみれDAY」
を開催します！ぜひフリ丸まみれな一日をお過ごしください！
「最近見ること減ったなー
」
と嘆いているフリ丸ですが、
皆さんのお家のタンスの奥で眠っ
ている
「フリ丸なりきりキャップ」
をこの日をきっかけに引っ張り出して！被って！お越しください！
スタンドもフリ丸でいっぱいにしましょう！
■選手が描いたフリ丸展vol.2
積極果敢に選手たちとの交流を深めてきたフリ丸。
今回も
「フリ丸まみれDAY開催」の噂をかぎつけた選手たちが一肌脱ぎ、
フリ丸のイラストを描い
てくれました！
意外と(？)絵がうまい！上手くはないけど味のある画伯タイプ！選手の新たな一面が見られるかも！？
選手たちからフリ丸へのメッセージ、一言コメントもあります！
●時間：16:00〜後半キックオフ ●場所：バックスタンドコンコース
■フリ丸まみれ写真撮影会
フリ丸まみれな選手たちの写真やフリ丸のブンシンたち！
「フリ丸まみれ」
でお届けします！
※キャップのお貸出しはございません。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
フリ丸との接触を伴う触れ合いはできません
（多少の
制限あり）。
●時間：16:10〜16:30 ●場所：ホームゴール裏タータン部分
※14番ゲートよりお入りいただけます。

アカデミー育成サポート基金「フェニックスクラブ」入会者募集！

★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）

横浜FCアカデミーをサポートする「フェニックスクラブ」

※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。

ご支援いただきましたご協賛金は、
アカデミーの強化・発展に活用させていただきます。
アカデ
ミーで育ち、羽ばたいた選手たちに続き、
トップチームで活躍する姿を皆様にお届け出来るよう、
選手の育成に取り組んでまいります。
2022シーズンも、横浜FCフットボールアカデミーへのサポートをよろしくお願いいたします！
●ご入会対象：個人・法人・団体・店舗の皆様
●ご協賛金：5,000円（税込）/１口
●会期：2022年2月1日から2023年1月31日まで
●会場限定特典：会場でご入会いただいた方限定で
「限定ステッカー・ポストカード」
をプレゼント！
（1口につき1つ）
●時間：16:30〜後半キックオフまで
●場所：ホームゴール裏コンコース14番ゲート前
★横浜FCユース選手２名、
ジュニアユース選手15名、
ユース小野信義監督よりアカデミーの成績を簡単にご報告させていただきます。

【ビッグシルエットTシャツ（フリ丸）】

フリ丸 の 刺 繍 が 可 愛らしいTシャツ！ビッグシルエットなので ゆ
るっとした着こなしができます◎
●価格：4,000円
（税込）
●サイズ：S/M/L/XL
●素材：綿

地産地消ブース

●時間：15:00〜キックオフまで ●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート付近

【フリ丸ビッグフェイスタオル】

■JA横浜 メルカートかながわ
横浜産の新鮮野菜や直売所でしか手に入らない
「浜なし」
もラインナップ！
地元野菜を食べて地産地消！！
■NPO法人まぐのりあ さらい工房
西区内の福祉作業所の方々による、生活雑貨やお菓子などを販売します！
だるまカードスタンド、
よこはまパズル、木製コースター、花粉症ねこチャーム、必勝ダルマキーホルダー、
クッキー各種

フリ丸の顔がドーンと大きくデザインされたフェイスタオルです！
フリ丸へのアピールにも最適なアイテム◎
●価格：2,500円
（税込）
●サイズ：840mm×340mm

■Peace Cafe
横浜野菜でつくった
「焼きカレーパン」
をどーぞ！焼きパンなので体にやさしい！
■御菓子司うさぎや
「フリ丸まみれDAY」
にちなんで
「フリ丸どら焼き」
が登場！ いつものゆず餡に加えて粒餡もあります！！

●素材：表面 ポリエステル/裏面 コットン

※売上金の一部は子供の未来応援基金に寄付されます。

【フリ丸クリアポーチ】

ホームゲームイベント情報はこちらから▶https://yokohamafc.com/g/220910̲tochigi/

フリ丸の写真がデザインされたクリアポーチ！半透明のブルーになっ
ているので、
中身が透けて見えるのもポイントです！

横浜FCあしながドリーム基金

●価格：1,300円
（税込）
●サイズ：約H130mm×W180mm

2022
横浜FC

●素材：PVC素材

私たちは横浜FCを応援しています。

【フリ丸コンパクトミラー】

フリ丸の顔が愛くるしい！片面は普通の鏡、片面は拡大鏡の手の平サ
イズの両面鏡タイプです！
●価格：1,300円
（税込）
●サイズ：開いた状態：約142×70×5mm/
閉じた状態：約70×70×10mm

●素材：表面レザー：PUレザー（合成皮革）/本体：ステンレス/鏡：ガラス

【ガチャガチャ（アクリルキーホルダー 2ndユニフォームver.）】

ぜひコレクションしてください！
★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
※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。
●価格：1回/300円
（税込）
●ラインナップ：30選手+フリ丸の全31種類
●サイズ：約W64×H58mm
●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、Diners Club）※タッチ決済も可能
QR・バーコード（PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、Alipay、メルペイ、WeChat Pay、J-Coin Pay）
電子マネー（交通系IC、iD、WAON、nanaco、QUICPay、楽天Edy）

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

