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F リーグ 2019/2020 第 2 節

11:30 KICK OFF
F リーグ選抜 VS. エスポラーダ北海道

14:00 KICK OFF
名古屋オーシャンズ VS. ボアルース長野

VOL.1



■選手一覧
No. Pos. 氏名 　　　　Name 　　　　　　　生年月日 　　 身長 /体重 出身
1 GK 小石峯　成彦　KOISHIMINE Naruhiko　1991.09.02 175/71 愛知県
2 GK 山田　正剛 　YAMADA Masataka 　1997.01.08 177/69 東京都
3 FP 石井　悠斗 　ISHII Yuto 　　　　1989.11.29 168/64 神奈川県
4 FP 北原　健治 　KITAHARA Kenji 　1991.08.17 170/68 長野県
5 FP 阿部　修兵 　ABE Shuhei 　　　　1990.11.24 181/78 千葉県
6 FP 西巻　広直 　NISHIMAKI Hironao 　1992.11.06 171/70 栃木県
7 FP 柴田　章仁 　SHIBATA Akihito 　1993.05.30 168/62 岐阜県
8 FP 花嶋　悠 　HANASHIMA Yu 　1991.06.15 170/65 千葉県
9 FP 深江　晃好 　FUKAE Teruyoshi 　1984.03.16 169/67 神奈川県
10 FP 伊藤　広樹 　ITO Hiroki 　　　　　　　1991.06.26 172/70 長野県
11 FP 松木　裕功 　MATSUKI Hironori 　1991.04.13 173/63 宮城県
13 FP 城野　全輝 　JONO Masaki 　　　　1996.04.23 166/64 奈良県
14 FP 真栄城　稔 　MAESHIRO Minoru 　1984.02.29 171/72 ペルー
15 FP 塩浜　ヒデキ　SHIOHAMA Hideki 　1996.08.12 162/63 神奈川県
18 FP 田口　剛志 　TAGUCHI Tsuyoshi 　1994.07.24 173/61 和歌山県
19 GK 山本　佳輝 　YAMAMOTO Yoshiki 　1996.08.13 174/72 宮城県
20 FP 髙橋　慧 　TAKAHASHI Kei 　1998.11.03 180/68 新潟県
22 FP 藤森　哲也 　FUJIMORI Tetsuya 　1987.12.28 176/85 長野県
23 FP 原山　英之 　HARAYAMA Hideyuki 　1988.02.27 178/72 長野県
27 FP 有江　哲平 　ARIE Teppei 　　　　1998.10.10 170/60 長野県

■スタッフ
役職 　　　 氏名 　　　　Name 　　　　　　　国籍
監督 　　 　横澤　直樹 　YOKOZAWA Naoki 　日本
コーチ  柄沢　健 　KARASAWA Takeshi 　日本
GKコーチ  柴田　敦行 　SHIBATA Atsuyuki 　日本
ドクター  相澤　充 　AIZAWA Mitsuru 　日本
トレーナー  町田　大地 　MACHIDA Daichi 　日本
トレーナー   笠原　孝記 　KASAHARA Takanori 　日本
トレーナー  小松　兼三 　KOMATSU Kenzo 　日本
トレーナー  藤森　哲也 　FUJIMORI Tetsuya 　日本
マネージャー 依田　絵里子  YODA Eriko 　　　　日本

順位 :11 位 (0 勝 /0 分 /1 敗 )

ホームタウン　：長野県長野市

F 一心不乱 ALIVE F1 の舞台でみんなで心を一つにして、
乱れることなく立ち向かっていく。

ホームアリーナ：ホワイトリング

昨季、F2初代王者として F１との入れ替え戦では、アグレミーナ

浜松に勝利し、見事昇格を果たした。

ディビジョン 1昇格 1年目となった Fリーグ開幕戦では、2-5 で

バルドラール浦安に敗戦となった。

公式戦での名古屋オーシャンズとの対戦は、昨季の Fリーグオーシャ

ンカップ以来の対戦となる。

また、今季はかつて名古屋オーシャンズサテライトに所属していた

小石峯成彦、松木裕功。更には Fリーグ選抜で活躍した山田正剛の

新たな戦力も増えた長野はどのような戦いを挑んでくるのか。

注目のRED対決に期待したい。
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Key 星 龍太5 東京都葛飾区出身

キャプテンフィジカルブルドッグ

HOSHI RYUTA

1987.06.01 / 180cm / 80kgPlayer
Key 
Player

強靭なフィジカルを武器に相手の攻撃を潰すコンタクト
プレーが得意。フィクソの位置で相手のピヴォに入るパス
をインターセプトする能力も高く、そこからカウンター
に繋がる攻撃がチャンスを作る。
フィクソとして大切な、対人の強さ、体のバランス、パス
カットする能力を兼ね備えた選手。さらに、フィクソの
位置でチームにリズムを作り出すパスワークを展開でき、
チャンスがあれば積極的に攻撃に参加する万能型フィク
ソである。ミドルシュート、ボレーシュートも得意として
いて、キックイン、コーナーキックでの彼のポジションに
注目してみるとゴールを狙える位置にいることが多い。
キャプテンとしてコート上で仲間を鼓舞する声はもちろん、
熱い気持ちでチームを引っ張っている。
また、チームのまとめ役、雰囲気作りを率先して行ってい
て、コート外でもキャプテンシーを発揮している。

２０１９−２０２０シーズンの Fリーグが５月２５日に開幕。
今シーズン４冠を狙う名古屋オーシャンズは、５月１４日～５月１９日にかけて開催された
『Fリーグオーシャンカップ２０１９』で、４試合で５４得点と圧倒的な強さを見せつけて３年
連続の優勝を飾り、まずは１冠を獲得。新シーズン最高のスタートを切ることができた。
そして、５月２５日に Fリーグ２０１９/２０２０が開幕。
開幕戦は、オーシャンカップの決勝でも対戦した湘南ベルマーレ。
なかなか得点が奪えない展開が続くも、後半にラファと吉川の得点で苦しみながらも２−１で
勝利した。ホームゲーム開幕の相手は、ボアルース長野。
昨年度新設された Fリーグディビジョン２で優勝。アグレミーナ浜松との入れ替え戦に勝利し、
今シーズンから Fリーグディビジョン１に参戦するチームだ。
ハイプレスで激しくアグレッシブな守備が特徴のチームだったが、今シーズンは監督も変わり
どんなフットサルを見せてくれるのか注目したい。F2王者を迎え撃つ F1王者の名古屋オー
シャンズ。主力の選手はほぼ変わらないものの、スペイン人監督に変わり、怪我から復帰の
ラファ、昨年度 Fリーグ選抜の選手として活躍した、笠井、水谷、鬼塚が新たに加わった。
常に冷静に戦況を見極める監督と熱く激しいプレーで勝利を目指す選手。
無敵戦隊に冷静さが加わり、昨シーズンよりもより洗練されたチームになるのではないだろ
うか。ホーム開幕戦をリーグカップのような攻撃力と守備力で会場を沸かせてほしい。



¥11,880

新指揮官
フエンテス監督 interview

開幕戦を終え、今週のチームの様子を教えてください

NEXT GAME...
6/16 ( 日 )
14:00 KICKOFF vs.

■スケジュール
10:30 ファンクラブ会員　優先入場
10:30  ヒュンメル DAY 来場者先着プレゼント
　　　　石塚硝子（株）来場者先着プレゼント
10:30  親子パス【ファンクラブ会員限定】
10:40  一般開場 / 後援会チケット引換
10:55  ピッチウォーミングアップ
10:55　Joint'bo ショップ ( 株式会社エヌシーアイ ) 来場者プレゼント
11:30   F リーグ選抜　vs.　エスポラーダ北海道
13:20   ピッチウォーミングアップ
13:40   チアオーシャンズ
14:00   名古屋オーシャンズ　vs.　ボアルース長野
ハーフタイム   チアオーシャンズ
試合後　 ヤマトライス / 伊藤園 / 高山グリーンホテル
　　　　 来場者プレゼント

本日のイベントに関する詳細につきましては、
名古屋オーシャンズ HP をご確認ください。

お近くのチケットぴあ、コンビニにて発売中！

レプリカユニフォーム大好評発売中！
NAGOYAOCEANS2019/2020

レプリカユニフォーム大好評発売中！
NAGOYAOCEANS2019/2020

¥15,120

ネーム・背番号なし

ネーム・背番号あり

GK モデル ( ホーム・緑 )、FP アウェイ ( 白 ) は
6/2( 日 ) までの受付締切となります。
完全受注生産となりますので、お早めにお申込み
ください。

名古屋オーシャンズの全ての情報はここに！
新たなクラブ公式コンテンツが、6 月 1 日よりプレオープンいたしました！

※6 月 1 日（土）からのプレオープン期間中は全コンテンツ無料でご覧いただけます。
7 月 1 日（月）から有料サイト（540 円／月）として本オープンいたします

（一部無料コンテンツやフットサル全力応援メディア『SAL』との協働コンテンツなどもあります）

フエンテス：今週のチームは、非常に強度の高い練習で 1 週間を
過ごしました。午前中はフィジカルを中心に、午後は戦術面で
負荷をかけたトレーニングを行ない、選手たちへの負荷は大きい
ですがこれは、シーズン通して見れば、フィジカル面、技術面
をより成長させていくトレーニングだと思います。
就任して、監督が求めるチーム作りの状況はいかがでしょう？
戦術としては半分というところでしょうか。選手によって吸収具合が違いますが今までと似たような戦術は、
吸収が早いですし、新たな戦術や修正などは少し時間が必要なところもあります。
ただ、選手全員が向上心をもって練習をしてくれているので良い方向として動いていますね。
監督が注目しているキーマンとなる選手はいますか？
1 人 1 人が自分でできる最大限のパフォーマンスを日々見せてくれています。選手個人と言うよりは、
経験のあるベテランチーム中心となりながらも、若手選手たちのグループが追い上げてきて、2 つのグルー
プが良い刺激をし合っているところです。
それぞれの魅力をさらに引き出してあげることが僕としての仕事の 1 つだと思っています。
監督として大切にしている事は何かあれば教えてください！
ことわざで『昨日よりも良く、明日よりは悪く』という言葉あります。
簡単に言えば、日々少しずつでも成長していく事を心がけています。
フエンテス監督は、選手としてのフットサルの経験はありますか？
幼い頃からサッカー、フットサルの両方が国の文化としてありました。学校の部活活動や、遊びなどですね。
私は、サッカーをずっと続けていて 18 才の時にフットサル選手として本格的に 1 年間プレーをしました。
ポジションは ALA です。フットサルの監督になろうと思った理由は、地元にあるエルポソというチームの
ファンでよく試合に行っていたこと。フットサルの仕事に就くきっかけにもなったチームです。そこから興味を
持ちフットサルの監督へのキャリアが始まりました。
本日の対戦チーム ボアルース長野戦への対策があれば教えてください！
まずは私たちのチームにフォーカスして、チームの質をより高く上げていくことが大切だと思っています。
最後に、応援してくさるファン・サポーターの皆さんへ一言お願いします。
私たちにとって、皆さんは本当に大切な人たちだと思っています。
来てくださった方が、さらに次の試合に別の誰かを連れて来て、その方がまた新たな方を連れて来て
くれるような試合ができるよう、毎試合盛り上げていかないといけないと思っています。
熱い気持ちをもって戦って行きたいと思っていますので応援よろしくお願いします。
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