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2022 MATCH DAY PROGRAM

［第41節］ VS. ツエーゲン金沢

10.16sun KICKOFF
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自然体でチームを引っ張りたい
J1昇格を目指すクラブを先頭に立って引っ張ってきたのは、164cm、60kgの小
柄なテクニシャンだった。
長谷川竜也――。
今季、J1王者の川崎フロンターレから完全移籍で横浜FCに加入。初年度から
キャプテンを任された。
「監督にやってほしいと言われて、自分自身もこのチームをJ1に上げるために最
大限の力を発揮しようと思ってここに来たので引き受けました」
自身について「特別なリーダーシップがあるわけではない」と謙遜するが、川崎
に在籍していたことでチームとして大事なこと、そして勝ち方を熟知している。
「それぞれがいいプレーを出すためにはお互いに、要求し合う必要があります。い
ろんな選手とコミュニケーションをとって、いいものを築き上げていきたいです」
四方田修平監督からは「特別なことをしなくてもいい」と言われているという。
それはピッチ内外で長谷川がお手本となるという絶大な信頼感があるがゆえだ
ろう。

自分を一番必要としてくれたから
「一度環境を変えて、新しいポジション、新しいチームでチャレンジしたいなと
思って移籍を決断しました」
J1の川崎で試合にも絡んでいた長谷川が、今季J2を戦う横浜FCに移籍するの
は意外な決断に映った人も少なくなかっただろう。
川崎からの契約延長オファーもあった中で、「自分の意思を尊重してくれた」古
巣には感謝しているという。
「横浜FCは最初にオファーをくれました。自分のことを必要としてくれていると
感じたし、それが選手にとって一番幸せだと思うので、J1かJ2かというカテゴ
リーは気にならなかったです」
今季の横浜FCは開幕から13試合負けなしと好調を維持していたが、勝てずに
苦しんだ時期もあった。戦力はJ2でもトップレベルと評価されていたが、個の強
さだけでは試合に勝つことはできない。
「みんなで同じ絵を描けるかどうかは、選手のタレント以上に必要なことだと思
います」
勝てるチームになるためには、選手同士のコミュニケーションが必要だと長谷川
はいう。
「隙を見せない集団こそが勝つ確率を上げることができると思うので、チームと
して突き詰めていくことが大事です」

エネルギーを最後まで送ってほしい
前節、7試合負けなしでプレーオフ圏内を狙う大分トリニータをホームに迎え
た。勝てばJ1昇格が決まる大一番だったが、常に先手を取られる苦しい展開だっ
た。エース・小川航基の2ゴールで2度追いついたが、大分に3点目を取られてしま
い敗戦となった。
今節のツエーゲン金沢戦が、今季最後のホームゲームだ。勝てばJ1昇格という
状況は変わらない。
「謙虚にひたむきに。１試合１試合勝つために頑張るということだけかなと思っ
ています」
何としてもホームゲームでJ1昇格を決めて、サポーターと喜びを分かち合いたい。
「僕たちが不甲斐ない試合をしてもサポーターの方が応援してくれます。選手た
ちからすれば心を打たれるものですし、エネルギーを最後まで送ってほしいな
と思います」
チームが良いときも悪いときも、常に先頭に立ってチームをけん引してきた。
全てはJ1昇格のために――。
横浜FCは頼もしきキャプテンと共に、本懐を遂げたい。

記事／北 健一郎（スポーツライター）

16
MF

HASEGAWA
TATSUYA

MATCH



 1 GK 白井 裕人

 2 DF 長峰 祐斗

 3 DF 黒木 謙吾

 4 DF 松本 大輔

 5 DF 松田 陸

 6 MF 松本 大弥

 8 MF 藤村 慶太

 9 FW 丹羽 詩温

10 MF 嶋田 慎太郎

11 FW 杉浦 恭平

13 MF 大石 竜平

14 MF 塚元 大

16 DF 毛利 駿也

17 MF 平松 昇

18 MF 小野原 和哉

19 FW 豊田 陽平

20 FW 林 誠道

22 MF 力安 祥伍

24 DF 片倉 誠也

25 DF 高安 孝幸

26 MF 須藤 直輝

27 DF 廣井 友信

30 FW 大谷 駿斗

31 GK 上田 樹

34 DF 波本 頼

35 DF 孫 大河

36 GK 三浦 基瑛

38 DF 稲葉 楽

39 DF 庄司 朋乃也

対戦チームメンバー 一覧

RECORD THE BLUE J2第41節ツエーゲン金沢戦に向けて

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

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

MF6

MF14

DF20 ツエーゲン金沢
［監督］ 柳下 正明

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

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

MF25
中村 俊輔
Shunsuke NAKAMURA

1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

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

ブローダーセン

スターティングメンバー予想

ブローダーセン

「舞台は整った」
2022シーズンの横浜FCホーム最終戦。
横浜FCは大一番を迎える。前節の大分トリニー
タ戦では、J1昇格を決めることができず、舞台は
今節のツエーゲン金沢戦へと持ち越しとなった。
この大一番をホームのニッパツ三ツ沢球技場で
試合を迎えられることは、選手たちにとってこれ
以上のアドバンテージに感じるものはないので
はないだろうか。
そして三ツ沢には「声」が帰ってくる。
長らく待ちわびていたスタジアムにあるべき光
景は、選手たちもファン・サポーターにとっても
大きな意味を持つ。

FW29
石井 快征
Kaisei ISHII

2000年4月2日生
174cm/65kg
福岡県出身

FW30
山根 永遠
Towa YAMANE

1999年2月5日生
167cm/67kg
広島県出身

MF33
近藤 友喜
Tomoki KONDO

2001年3月21日生
172cm/64kg
愛知県出身

DF34
西山 大雅
Taiga NISHIYAMA

1999年8月24日生
180cm/69kg
神奈川県出身

FW38
山谷 侑士
Yushi YAMAYA

2000年6月11日生
176cm/70kg
神奈川県出身

FW39
渡邉 千真
Kazuma WATANABE

1986年8月10日生
182cm 79kg
長崎県出身

FW48
山下 諒也
Ryoya YAMASHITA

1997年10月19日生
164cm/54kg
静岡県出身

GK49
スベンド ブローダーセン
Svend Brodersen

1997年3月22日生
188cm/89kg
ドイツ出身

GK44
六反 勇治
Yuji ROKUTAN

1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

FW31
マルセロ ヒアン
Marcelo Ryan

2002年6月8日生
188cm/83kg
ブラジル出身

DF35
マテウス モラエス
Mateus Moraes

2001年3月6日生
188cm/74kg
ブラジル出身

スタジアムを包むチャントや手拍子が選手たち
の足を、そして心を動かす。
リーグ戦における声出し応援は、2019年11月24
日（日）ホームで行われた明治安田生命J2リーグ
最終節の愛媛FC戦まで遡る。
奇しくも横浜FCにとって、この日はJ1昇格を決
めた日。
あの日以来、温め続けてきた想いやチャントは、
再びこの大一番に、動き出すことになる。
今シーズンの集大成となる一戦。声で、手拍子
で、フラッグで。それぞれの応援のスタイルで、
全員で想いを一つに新たな歴史の瞬間を共に
刻もう。 （広報：内田智也）

ブローダーセン
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横浜 FC PR 大使
「キャッチーくん」来場！

2022シーズン最終節は“キャッチーくん MATCH”。
改めまして“キャッチーくん”についてご紹介します。

【プロフィール】
得意の臭覚と聴覚で楽しいこと、
面白いことをキャッチしてみんなに
発信していくよ～。
出生星：キャッチー星
誕生日：ひ☆み☆つ
性別：男の子
性格：人なつっこく、さみしがりや
特技：ダンス、サッカー
仕事：いろいろなイベントに参加して

会場を盛り上げること
趣味：サッカー観戦、音楽系イベント

地球上の頑張る方を応援しているキャッチーくん。
時々パンディアーニくんに間違えられることもありつつ、
フリ丸と一緒に試合を盛り上げてくれています！

▼公式TwitterとYouTubeはこちら
Twitter https://twitter.com/catchy_kun
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCj15kEF6OjRjWuuz3s4NGaQ

2020シーズンからは、ボール
スタンドとして、審判団にボー
ルを渡すという重要な役目を
果たしています！選手入場時
のピッチ脇にぜひご注目くだ
さい。
本日の試合で勝利し、J1へ復
帰させるサポートをしてくれる
はず！フリ丸を「ぱいせん」と
慕うキャッチーくんをこれから
もよろしくお願いいたします！

▼LINEスタンプとグッズはこちら

https://store.line.me/stickershop/product/1234312
https://www.catchy-kun.com/goods/
https://twitter.com/catchy_kun
https://www.youtube.com/channel/UCj15kEF6OjRjWuuz3s4NGaQ


2022 横浜FC オフィシャルパートナー

今度こそ、J1昇格を決める――。ホーム最終戦の相手となるツエーゲン金沢を率いるのは、6年目
の柳下正明監督だ。強度の高いディフェンスと、素早い切り替えからのカウンターはチーム内に
浸透している。要注意なのは、FW林誠道だ。今季、モンテディオ山形から完全移籍で金沢に加
入し、1年目からチームトップの12ゴールを挙げて、J2得点ランキングでも上位につけている。大
分トリニータとの打ち合いの末に敗れ、J1昇格が持ち越しになった試合の後、四方田修平監督は
「雨の中、来ていただいたサポーターのみなさんに何とか次で恩返しをしたい」と語った。ここま
での40試合で積み上げてきたものをピッチでぶつけて、J1昇格をつかみとりたい。

TODAY’ S POINT   今日の見どころ

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
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

「三ツ沢をHAMABLUEにそめる昇格応援シャツ」配布！

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
株式会社チケジャム

「MY FIRST STORY」ボーカリストHiroさんご来場！
キャッチーくんがまたまたお友達を連れて来場！今年はなんと！「MY FIRST STORY」ボーカリストHiroさん！
▼「MY FIRST STORY」とは
2012年4月のデビュー以降、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、その後は日
本武道館や幕張メッセ、横浜アリーナ、埼玉スーパーアリーナなどといった大型会場での公演も次々と成功
させた大人気バンド。
圧倒的ハイトーンを誇り「MY FIRST STORY」の快進撃を続けるHiroさんによる試合前のライブパフォーマ
ンスで2022シーズンホーム最終戦をさらに盛り上げていきましょう！
●時間：17：05～　約10分間　※実施時間は前後する場合がございます
●場所：メインスタンド側ピッチ

RECOMMEND GOODS   おすすめグッズ情報！

●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）

2022
横浜FC

私たちは横浜FCを応援しています。

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。

いよいよホーム最終戦！
今節も新商品が登場！

販売場所：
★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。

【BRUNO×YOKOHAMA FC グリルサンドメーカー　シングル】
朝も昼も晩も、フリ丸ととことん楽しめるグリルサンドメーカー。
ギュッと挟んで焼くだけでホットサンドが手早く完成します。
プレートは取り外し式でお手入れも簡単！ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにし
た焼き目が食卓を華やかに彩ります。
●価格：7,700円（税込）
●サイズ：W165×H145×D240mm/約2kg（ホットサンドプレート使用時）
●素材：本体：フェノール樹脂/スチール/アルミニウム合金、

プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）
●その他：電源AC100V、コード1.3ｍ、タイマー付き、プレート取り外し可、

消費電力:550W

【フリ丸巾着】
フリ丸の真ん丸なお顔の巾着です！お菓子や小物を入れるのにぴったり◎
●価格：2,500円（税込）
●サイズ：210mm×190mm（平置き）
●素材：ポリエステル

ホームゲームイベント情報はこちらから▶https://yokohamafc.com/g/221016_kanazawa/

「１年でＪ１復帰！」に向けて、「勝利」「優勝」への想いを込めたVictoryの「V」のモチーフを全面
にあしらい、シンプルなHAMABLUEカラーのグラデーションデザイン。
背面は、本企画にご協賛いただいたオフィシャルパートナー企業様のロゴを掲出しています。
ホーム最終節、スタンドをHAMABLUEにそめ、三ツ沢で最高の雰囲気を生み出し、横浜FC
ファミリー全員の力でＪ１昇格を掴み取りましょう！
●時間：15:30～なくなり次第終了
●場所：ホームゴール裏入場ゲート /メインスタンド入場ゲート
※アウェイ入場ゲート、およびメインスタンド入場ゲートでアウェイグッズを着用されている方への配布は行いません

【推しメンポストカード】
FULIE TEEを着用した選手たちのポストカード。
ブラインドパッケージでの販売なのでどの選手が当たるかは開けてからのお楽しみ！
1選手3種類のポストカードがあるのでぜひコレクションしてください！
●価格：1枚/300円（税込）
●ラインナップ：全78種類（26選手×各3種類）　※新加入4選手は含まれておりません
●サイズ：148mm×100mm　●素材：マット紙

【推しメンアクリルスタンド】
FULIE TEEを着用した選手たちのアクリルスタンド。
全身、上半身、選手名のチャーム、台座がセットになっているのでアクリルスタンドだけではなく、
キーホルダーとしても使うことができます！
ブラインドパッケージでの販売なので、どの選手が当たるかは開けてからのお楽しみ！
●価格：1,100円（税込）　
●ラインナップ：26選手　※新加入4選手は含まれておりません
●サイズ：W約83mm×H約113mm　●素材：アクリル（ボールチェーン付き）

★ガチャガチャコーナー
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：15：00～試合終了後30分まで

2022シーズン ホーム最終戦セレモニー
ファン・サポーターの皆さまへ1年間の感謝の気持ちを込めて、試合終了後に最終戦セ
レモニーを実施いたします。
セレモニー後には、選手・監督が周回し、直筆サインボールをスタンドへ投げ込みます。
ご注意：セレモニー、サインボール投げ込みを含め、イベント中はお座席の移動はでき
ませんので、ご自身のお席からご参加ください。
●時間：試合終了後　
●場所：ピッチ

「横浜FC×赤十字 献血応援プロジェクト」けんけつちゃん来場！
輸血が必要な患者さんの命を救うために、今シーズン最後のスタジアムでの献血にご
協力をお願いいたします。
400mL献血または成分献血にご協力いただいた方に、「けんけつちゃん×フリ丸オリジ
ナルエコバッグ」または「けんけつちゃん×フリ丸オリジナルランチトート」のどちらかお
好きなほうを先着50名様にプレゼント！
さらに、「2022選手直筆サイン入りＦ！カード」もプレゼントします！
※選手は選べませんのでご了承ください。
タイミングが良ければフリ丸とけんけつちゃんのツーショットに出会えるかも！？
●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　
●ハーフタイム：けんけつちゃん登場（周回）

≪新商品≫
【2022英国製レスターBARスカーフ】
大人気のレスターBARスカーフが今シーズンも登場！！お馴染みのクラブカラーを“シンプ
ルにツートーンで表現するBARスタイルマフラー”！応援にはもちろん、ぜひ通勤・通学や
普段使いなどで「いつでも横浜FCをアピール」してください！
●価格：3,800円（税込）　 ●サイズ：約170mm×1,500mm
●販売数：限定150本 　●素材：アクリル100％
●原産国：英国（レスター）

≪PICK UP！≫
【横浜FC 2015-2022マッシュアップユニフォーム】
ユニフォームサプライヤーの「soccer junky」を展開する株式会社1009様
と横浜FCは、2023年1月31日（火）をもってオフィシャルパートナー契約が
満了となります。
2015シーズンより8シーズンの長期に渡りサポートいただきました軌跡を1
枚のユニフォームとしてセルフオマージュした「横浜FC 2015-2022マッシュ
アップユニフォーム」を販売いたします。
8シーズンの「soccer junky」との歩みが1枚になったユニフォームを記念に
お買い求めください。
●価格：16,500円(税込)　●サイズ：S/M/L/XL/XXL/3XL
●素材：ポリエステル

https://yokohamafc.com/g/221016_kanazawa/

