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● A.ラミレス新監督の采配
● 筒香選手、梶谷選手ら主力選手のさらなる活躍
● 成長した若手投手陣の奮闘

2016年シーズンここに注目！

アレックス・ラミレス監督からのメッセージホームゲーム日程紹介（すべて横浜スタジアムで開催）

シーズンスケジュール

URL
T E L 045-681-0811

http://www.baystars.co.jp横浜DeNAベイスターズ

　この横浜に監督として
帰って来ることができて、
とても嬉しく思います。
　このチームは非常に高
いポテンシャルを備え、
他球団と比べても遜色な
い戦力が整い、戦える手
ごたえを感じています。
　私は、今シーズンのチ
ームスローガンに「WE 
PLAY TO WIN」という
言葉を掲げました。当た

り前のことですが、良い試合をして満足するのではなく、
しっかりと戦い、勝利をつかまなければなりません。
　長いシーズンを戦い抜き、横浜の皆さんが長年待ち望
んでいる優勝を叶えたいと思いますし、このチームなら
それができると確信しています。
　横浜の皆さん、一年間熱い応援、よろしくお願いします。
そして、シーズンが終わった秋には横浜の皆さんと一緒に
優勝を喜び合えること、今から楽しみにしています！

読売ジャイアンツ
阪神タイガース
東京ヤクルトスワローズ
広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
阪神タイガース
広島東洋カープ

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

3月29日（火）～31日（木）
4月 1 日（金）～ 3 日（日）
4月 8 日（金）～10日（日）
4月19日（火）～20日（水）
4月26日（火）～28日（木）
5月 3 日（火・祝）～ 5 日（木・祝）
5月10日（火）～12日（木）
5月13日（金）～15日（日）
5月27日（金）～29日（日）

3月29日（火）～31日（木）
4月 1 日（金）～ 3 日（日）
4月 8 日（金）～10日（日）
4月19日（火）～20日（水）
4月26日（火）～28日（木）
5月 3 日（火・祝）～ 5 日（木・祝）
5月10日（火）～12日（木）
5月13日（金）～15日（日）
5月27日（金）～29日（日）

　5月・6月
　7月
10月

日本生命セ・パ交流戦2016
オールスターゲーム
クライマックスシリーズ・日本シリーズ

●ポジション 外野手
●生年月日 1991年11月26日 24才 7年目
●身長/体重 185ｃｍ / 97ｋｇ
●投打 右/左 
●ドラフト 2009年1位 
●セールスポイント
地元横浜高校出身でチームのキャプテン。
4番打者としてチームを優勝へと導く。

筒香嘉智 Yoshitomo Tsutsugo

　前半戦リーグ首位から、まさかの失速により6位でシーズンを終えてしまった
2015シーズン。初年度からチームを指揮した中畑監督が退任し、アレックス・ラ
ミレス新監督を迎え新たなチームとして歩みを始めました。
　2015年のドラフト会議では今永昇太選手、熊原健人選手など即戦力となる
選手を獲得。また、久保裕也選手やJ・ロマック選手など確かな実力を備えた新
戦力が加入し、選手層は厚みを増しました。

　その中で球界を代表するプレーヤーに成長した梶谷隆幸選手、日本代表でも4番を務めたキャプテン筒香嘉智選手、昨季セ・
リーグ新人王に輝いた山﨑康晃選手など、人気、実力を兼ね備えた選手は順調に準備を重ね、中心としてチームを引っ張ります。
　もちろん、球界最年長選手となった“ハマの番長”三浦大輔選手もそのコントロールに磨きをかけ、若いチームに勢いをもたらせて
くれるでしょう。
　球団創設5周年目を迎え、節目の年となる2016シーズン。「横浜に根づき、横浜と共に歩む」、その言葉を胸に刻み、今年も
横浜DeNAベイスターズが横浜を熱くします！

© YDB

© YDB

© YDB

（代表）

特集 横浜の4プロスポーツチームに注目!
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特集 横浜の4プロスポーツチームに注目!

● 就任２年目のモンバエルツ監督が指揮
● 昨年に続きチームスローガンは
　 「Integral Goal ‒All for Win-」
● 来年のAFCチャンピオンズリーグ出場を目指す

2016年シーズンここに注目！

横浜F・マリノス

エリク・モンバエルツ監督からのメッセージ
　就任2年目の新シーズ
ンは、横浜F・マリノスの
スタイルをより進化させ
るため、全ての面で向上
し、もっとゴールに結び
付けていかなくてはなり
ません。
　勝利はもちろんのこと、
質の高いアグレッシブなプ
レーを披露し、「これがＦ・

マリノスのスタイルだ」とファン・サポーターの皆さんが
誇りを持って喜んでもらえるようなプレーができるよう
に、チーム一丸となって全力を尽くしていきます。
　今シーズンもよろしくお願いいたします。

●ポジション MF
●生年月日 1990年4月4日
●身長/体重 169ｃｍ / 68ｋｇ
●セールスポイント
キレ味抜群のドリブル突破はＪリーグ
屈指。
昨シーズンはＪ１キャリア最多の７得
点を決めチームの勝利に貢献。

サガン鳥栖 ニッパツ三ツ沢球技場
浦和レッズ 日産スタジアム
サンフレッチェ広島 日産スタジアム
湘南ベルマーレ 日産スタジアム
ヴァンフォーレ甲府 日産スタジアム

明治安田生命Ｊ１リーグ　１ｓｔステージ
vs
vs
vs
vs
vs

2月27日（土）～ 6 月25日（土）
7月 2 日（土）～11月 3 日（木・祝）
3月23日（水）～ 6 月 5 日（日）

　

ホームゲーム日程紹介

シーズンスケジュール
明治安田生命Ｊ１リーグ １stステージ
明治安田生命Ｊ１リーグ ２ndステージ
ヤマザキナビスコカップ グループステージ

プレゼント

観戦チケット
5組10名様
プレゼント
7月開催試合を予定

齋藤学　Manabu Saito

URL
T E L 045-285-0677
http://www.f-marinos.com

トリコロールメンバーズ事務局 
10:00～17:00/不定休( (

3月19日（土）13:00
4月10日（日）13:00
4月24日（日）14:00
4月30日（土）19:00
5月 8 日（日）14:00

3月19日（土）13:00
4月10日（日）13:00
4月24日（日）14:00
4月30日（土）19:00
5月 8 日（日）14:00

柏レイソル ニッパツ三ツ沢球技場
サガン鳥栖 ニッパツ三ツ沢球技場
アビスパ福岡 ニッパツ三ツ沢球技場

Jリーグヤマザキナビスコカップ　グループステージ
vs
vs
vs

4月 6 日（水）19:30 
4月20日（水）19:30
5月18日（水）19:30

4月 6 日（水）19:30 
4月20日（水）19:30
5月18日（水）19:30

　フランス人のエリク・モンバエルツ監督が2シーズン目の指揮をと
ります。横浜F・マリノスが目指すスタイル・戦術を熟知した選手たち
に、若く有能なタレントが新たに加わり、チーム一丸となってアジア
の舞台・AFCチャンピオンズリーグ出場を目指します。昨シーズンも
結果を残したアグレッシブな守備に更なる磨きをかけ、伝統的な堅
守を維持。その上に、速いパス回しとスピードのある連動した攻撃を
強化し、ゴールに結び付けていきます。

© Y.F.M

© Y.F.M

© Y.F.M

© Y.F.M

※プレゼントの応募方法は、P15読者アンケートページをご覧ください。
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● J1復帰
● チームに根付いたミロシュスタイル!

2016年シーズンここに注目！

横浜FC

ミロシュルス監督からのメッセージ
　再び横浜FCの監督に
なれたことを光栄に思う
とともに、ファン・サポー
ターの皆さまの期待も
大きいと感じています。
チーム全員の強い決意と
ファン・サポーターの皆さ
まの多大なるサポートを
もってシーズンに臨めば、
昨シーズン達成できなか

ったJ1昇格という目標に到達できるはずです。

　サッカーはファン・サポーターの皆さまのためにプレ
ーするものだと思っています。横浜FCの未来を皆さま
と一緒に描いていきたいと思います。皆さまの期待に
応えられるよう全力を尽くしていきますので、多くのご
声援をよろしくお願いします。

●背番号 10 
●ポジション ミッドフィルダー
●生年月日 1985年6月10日
●身長/体重 171cm/68kg
●セールスポイント
今シーズンもキャプテンとしてチーム
の中心選手として活躍が期待される
寺田選手。
得意のドリブルとパスからチームの
得点シーンを演出。ニッパツ三ツ沢球
技場で躍動する寺田選手にぜひご注
目ください。

レノファ山口 ニッパツ三ツ沢球技場

愛媛ＦＣ ニッパツ三ツ沢球技場

東京ヴェルディ ニッパツ三ツ沢球技場

ファジアーノ岡山 日産スタジアム

セレッソ大阪 ニッパツ三ツ沢球技場

vs

vs

vs

vs

vs

2月28日（日）～11月20日（日）

ホームゲーム日程紹介

シーズンスケジュール

寺田紳一　Shinichi Terada

3月20日（日・祝）13:00 

3月26日（土）16:00

4月17日（日）17:00

5月 3 日（火・祝）13:00

5月22日（日）16:00

3月20日（日・祝）13:00 

3月26日（土）16:00

4月17日（日）17:00

5月 3 日（火・祝）13:00

5月22日（日）16:00

　1月15日に始動した2016シーズン。
　ミロシュルス監督率いるチームは、トレーニングを重ねるごとに
「ミロシュスタイル」がチームに根付いてきています。ベトナム、宮崎
日南市とトレーニングキャンプを終えいよいよ開幕に向け選手たち
の表情は戦う顔になっています。
　「負けることが嫌い」と話すミロシュ監督は、規律を大切にした戦
術の中に選手個々の特徴を活かした戦いを、開幕前のトレーニング
マッチで見せていました。
　2016シーズンのミロシュ横浜FCは、どんな戦いで勝ち星を重ね
ていくのか目が離せません。

URL
T E L 045-372-5212
http://www.yokohamafc.com

明治安田生命Ｊ2リーグ 

© YOKOHAMA FC

© YOKOHAMA FC

© YOKOHAMA FC

© YOKOHAMA FC

（代表）

※プレゼントの応募方法は、P15読者アンケートページをご覧ください。

特集 横浜の4プロスポーツチームに注目!

プレゼント

観戦チケット
5組10名様
プレゼント
7月開催試合を予定
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特集 横浜の4プロスポーツチームに注目!

　ビーコルはシーズン佳境に突入し、順位争いもヒートアップ! プレイ
オフ進出を懸けて、毎週末熱い戦いが繰り広げられています。
　来シーズンからは、新リーグ「B.LEAGUE」が開幕するため、bjリー
グは今季がラストシーズン。王座奪還の最後のチャンスに、チームもブ
ースターも一丸となって挑みましょう!
　試合会場では、チアリーダーズ「B-ROSE」の華麗なパフォーマン
スや盛り上がれるBGM、オリジナルフードも是非お楽しみください。
ビール片手に試合観戦もオススメです！

● シーズン佳境の熾烈な順位争い、プレイオフ争い
● bjリーグラストシーズンで王座奪還なるか!?
● 見どころ満載！グルメも充実!

2015-2016年シーズンここに注目！

横浜ビー・コルセアーズ URL
T E L 03-3573-6095
http://b-corsairs.com

ビ ー リ ー グ

© YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

© YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

青木勇人ヘッドコーチからのメッセージ
　私たちは2012－13シー
ズンに優勝を果たした後、
プレイオフからも遠ざか
っていましたが、bjリーグ
最後の今シーズン、前半
戦を勝率５割で終えプレ
イオフ圏内にいます。
　「横浜にはプロバスケ
ットボールもある」とより
多くの皆さまに知ってい
ただき、横浜の文化のひ

とつになることが私たちのミッションです。
　そのためにプレイオフ、そしてファイナルまで挑み続
けたいと思います。2mの大男たちが走り、跳び、激しく
ぶつかり合う、また点数がたくさん入るスピード感もバ
スケットボールの醍醐味です。
　ぜひ一度会場に足を運んで体感してください。お待ち
しております。

© YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

●背番号 3  ●ポジション シューティングガード
●生年月日 1982年7月2日●身長/体重 183ｃｍ / 80ｋｇ
●個人アワード受賞歴
2012-2013　プレイオフＭＶＰ
最高3ポイントシュート成功率（43.4％）
●プレーの特徴など
ビーコルのエース。ドライブインで相手DFを崩すプレーを得意とし、３P
シュートをはじめ、多彩なシュートバリエーションを持つ。抜群のオフェ
ンスセンスと勝負強さで、ビッグショットを次々と決める。

仙台 89ERS
横浜国際プール

3月19日（土）18:00
3月20日（日）14:00 vs

4月5週目
5月1週目
5月14日（土）
5月15日（日）
　

富山グラウジーズ
スカイアリーナ座間

4月16日（土）18:00
4月17日（日）14:00 vs

秋田ノーザンハピネッツ
トッケイセキュリティ平塚総合体育館

4月 9 日（土）18:00
4月10日（日）14:00 vs

ホームゲーム日程紹介

プレイオフスケジュール
ファーストラウンド
カンファレンス セミファイナル

ファイナルズ

プレゼント 　サイン入りグッズ5名様
蒲谷正之　Masayuki Kabaya

© YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

© YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

（事務局）

※プレゼントの応募方法は、P15読者アンケートページをご覧ください。

B.LEAGUE 2016年秋開幕


