
5月 MAY 6月 JUNE
18日（水）19:30　　 vs 福岡（ニッパツ）
22日（日）16:00 　　vs 大阪
27日（金）18:00 　　vs 広島
28日（土）14:00 　　vs 広島
　　　  13:00 　   vs 広島
           13:00 　　vs 柏（日産ス）

17日（金）18:00 　　vs 東北楽天
18日（土）14:00　　 vs 東北楽天
　　　  14:00 　　vs 東北楽天
　　　  18:00 　　vs 岐阜
24日（金）18:00 　　vs 巨人
　　　  14:00 　　vs 巨人
　　　  未   定 　　vs FC東京
　　　  13:00 　　vs 巨人
　　　  18:00 　　vs 町田

● 交流戦SERIES

19日（日）

25日（土）

26日（日）

29日（日）

 3 日（金）18:00 　　vs 千葉ロッテ
 4 日（土）14:00 　　vs 千葉ロッテ
 5 日（日）13:00 　　vs 千葉ロッテ
 6 日（月）18:00　　 vs 千葉ロッテ（予備日）
 8 日（水）19:00 　　vs 水戸
11日（土）未   定 　　vs 川崎（日産ス）
14日（火）18:00 　　vs 北海道日本ハム（新潟）
15日（水）18:00 　　vs 北海道日本ハム
16日（木）18:00 　　vs 北海道日本ハム

横浜を舞台に行われる湾岸対決3連戦！ 球場一体となった熱い応援でパ・リーグの強敵を打ち破ろう！
 
交流戦SERIES 2016 オリジナルグッズ付チケットを販売！ 　

● YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL
野球だけじゃ、満足できない！ そんな“欲張りガール”の願いを叶える3日間！ 勝利の女神よ、ハマスタに集まれ！

【女性限定】YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVALオリジナルユニフォーム付チケットを販売！

● DREAM STADIUM
夢を持つ全ての人に贈る、“ハマスタ劇場”ここに開幕！ あなたには叶えたい夢がありますか？

● 横浜F・マリノスカップ～電動車椅子サッカー横浜大会～
　誰でも気軽にサッカーを楽しめる地域社会づくりを目指す活動の一環として、
2002年にスタートした電動車椅子サッカー横浜大会（主催：電動車椅子サッカー横
浜連絡会）を共催しています。
　今年3月には横浜ラポールにて、「第13回横浜F・マリノスカップ」が開催されました。
大会は、電動車椅子サッカー競技の普及・選手育成はもとより、関係者・他地域との交
流を目的に、県外チームも参加し熱戦が繰り広げられました。さらに競技への理解を
深めていただくための様々なPR活動や大会当日はマスコットキャラクターのマリノス
ケや公式チアが大会を盛り上げるなどのサポートをしています。

● 6月11日（土）vs川崎フロンターレ 横浜 City Special
　Ｊリーグ史上最大規模のレプリカユニフォーム付きチケットを販売します。さらに
地元横浜の大人気「ゆるキャラ」が大集合し、試合前にゆるキャラレースも開催!

URL
T E L 045-681-0811

http://www.baystars.co.jp横浜DeNAベイスターズ （代表）

横浜F・マリノス 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( (

■ 6/3(金) vs千葉ロッテ 18:00　■ 6/4(土) vs千葉ロッテ 14:00　■ 6/5(日) vs千葉ロッテ 13:00

■ 6/17(金) vs東北楽天 18:00　■ 6/18(土) vs東北楽天 14:00　■ 6/19(日) vs東北楽天 14:00

■ 7/2(土) vs広島 14:00　■ 7/3(日) vs広島 13:00 

ホームゲーム情報
5月20日～7月19日
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横浜熱闘倶楽部

※横浜DeNAベイスターズは（）の会場以外はすべて
　横浜スタジアムで開催。
※横浜F・マリノス
　　:明治安田生命J1リーグ　 :ヤマザキナビスコカップ
※横浜FC（すべてニッパツ三ツ沢球技場で開催）

横浜スタジアム
最寄り駅：JR・地下鉄「関内」、みなとみらい線「日本大通り」
日産スタジアム（日産ス）
最寄り駅：JR・地下鉄「新横浜」、JR「小机」
ニッパツ三ツ沢球技場（ニッパツ）
最寄り駅：地下鉄「三ツ沢上町」

 1 日（金）18:00 　　vs 広島
 2 日（土）14:00 　　vs 広島
 3 日（日）13:00 　　vs 広島
 5 日（火）18:00　　 vs 東京ヤクルト
 6 日（水）18:00 　　vs 東京ヤクルト
 7 日（木）18:00 　　vs 東京ヤクルト
 9 日（土）未   定  　　vs 福岡（日産ス）
10日（日）18:00 　　vs 徳島
11日（月）18:00 　　vs 中日

7月 JULY
12日（火）18:00 　　vs 中日
　　　　18:00 　　vs 中日
　　　　未   定 　　vs 神戸（ニッパツ）
16日（土）18:00 　　vs 熊本

13日（水）

横浜DeNAベイスターズ

横浜F・マリノス

横浜FC
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● ビール(ドリンク)を片手にサッカー観戦をしよう！

● 6月26日(日)ホームゲームは「かながわ区民DAY」開催！
　6月26日(日)町田ゼルビア戦は、毎年恒例となる「かながわ区民DAY」を開催します！
　この日は、神奈川区に在住・在学・在勤の方とそのご家族は、ホームゲームに無料ご招待となります！
　また、区内産野菜などを使用した区民DAY限定「神奈川区コラボメニュー」や横浜FC選手サイン
入りグッズ、神奈川区特産品が当たる抽選会も実施予定となっていますので、ぜひご来場ください。
　詳しくは、横浜FCホームページをご覧ください。

　bjリーグは5月15日（日）にプレイオフ、ファイナルズを盛大に終え、11年の歴史に
幕を降ろしました。国内初のプロバスケリーグとして立ち上がり、ビーコルが参入して
5年。地元チームとして皆さまに応援いただき、優勝の経験を含むビーコルの歴史を築
いてきました。
　そして、今年秋からは、新リーグ『B.LEAGUE』が新たに開幕します。
　bjリーグとNBL、NBDLを統一したBリーグで、ビーコルは最高
峰のB1に所属。横浜ビー・コルセアーズの新たな挑戦が始まりま
す！ 強豪ひしめくB1で頂点を目指すビーコルに、引き続きご声援よ
ろしくお願いします。
　B.LEAGUE設立元年。ここからますます熱くなるバスケットで、
一緒に熱く熱く盛り上がっていきましょう!©YOKOHAMA B-CORSAIRS / bj-league

横浜ビー・コルセアーズ URL
T E L 045-507-4544
http://b-corsairs.com

（事務局）

　Jリーグ最年長ゴール記録を持つキングカズこと三浦知良選手を擁する横浜FCホームゲームに、通常3,600円のメインスタ
ンドS自由席を、なんと大人1名様2,000円、小中学生以下1名様500円にて特別ご優待いたします！
　さらに1名様につきビールまたは、ソフトドリンクを1杯プレゼントします！
■対象試合 6/8(水) 横浜FC vs 水戸ホーリーホック 19時キックオフ ■場所・席種 ニッパツ三ツ沢球技場・S自由席 ■事前申込方法 右記のQR
　から事前申込頂き、事前申込後に届く「事前申込完了メール画面」を試合当日に場外「チケット引換テント」でご提示ください。
※QRコードからの申し込みができない方は、E-mail：【b01@m.msgs.jp】に空メールを送信いただきお申込みください。
※事前申込完了後に【entry@yokohamafc.com】よりメールが届きますので、端末の受信許可設定をお願いいたします。

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

（代表）

© YOKOHAMA FC


