
2019/6/23 乃木浜総合公園 13：00KICK OFF

MuchDay Program

№6

Kosuke Okita

Vol.2

第8節

【 Jへの道】

J1

J2

J3

Jリーグに上が
るにはひとつ
づつ階段を上
がるしかない
んだね！

JFL

都道府県リーグ

地域リーグ

【FCバレイン下関】試合開始前にスタメン選手11名がサイン入りミニ⚽ボールを
観客席へ投げ入れます。
是非、お気に入りの選手のボールをゲットして下さい！

次回ホームゲームお知らせ

【本日のエスコートキッズ】

本日のエスコートキッズは王司サッカースポーツ少年団、
KOTAサッカーラボの選手達です(^^♪
選手入場時大きな大きな拍手でお迎え下さい♪

【ファミールブルー募集開始】

ファミールブルー（個人サポーター会員）の受付を
開始いたしました。
「ファミール」とはフランス語で「家族」の意。
是非、ご入会お願いいたします。

FCバレイン下関サポーターグループ

青鯨団（ブルーホエールズ） 応援チャント集

⚽さぁゆこう！
さぁ ゆこう 下関

選手入場時チャント

⚽荒波チャント
今こそ見せろよ バレインの誇り
荒波乗り越え 行こうぜ下関
オ～・・・

⚽次のステージへ
さぁ ゆこう 次のステージへ
ともに戦おう 俺たち下関

⚽バレインGO
バレイン下関 GO
ゆくぞバレイン
俺たちと共にゲットゴール

⚽バッバッバレイン
バッバッバレインGO!GO!
ラ～ラ～ララララララララ～～～

⚽下関！
オ～ 下関
バレイン バレイン 下関

2019シーズン新チャント
どんな困難も乗り越えようという
思いが込めらています

選手・サポーター共に闘おうとい
うメッセージを込めて歌おう♪

ゴールを決めてくれと言う願い
を込めて歌おう♪

原曲は「しもるん体操」CK、FKな
どのチャンスの時に歌おう♪

お馴染みのメロディ♪
1番よく使われるチャントです♪

2019年7月7日（日） 10：00KICK OFF

乃木浜総合公園（天然芝グラウンド）

VS 三菱水島FC次節のお知らせ（アウェーゲーム）

2019年6月30日（日） 13：00KICK OFF

VS 浜田FCコスモス（島根県立サッカー場：島根県益田市）

■会員詳細

金額：3000円
期間：入会日～2020年1月31日まで

特典内容：
①クラブ2019オリジナルピンバッジ
②会員証
③ファン感謝祭、お楽しみ抽選会参加権
④クラブグッズ会員割引

スタンド入口横、クラブブースにて受付を行っております。

試合終了後のイベントとして今節もピッチ大開放を行います。
激闘を終えたばかりのピッチを存分にお楽しみください♪

FCバレイン下関

2019中国サッカーリーグ順位

順位 チーム名
試合
数

勝点 得失点

1 三菱水島 7 21 28
2 SRC広島 7 19 16
3 IPU環太平洋大学FC 7 18 8
4 FCバレイン下関 7 12 5
5 JXエネルギーTG水島 7 12 4
6 NTN岡山 7 7 0
7 富士ゼロックス広島 7 4 -10
8 浜田FCコスモス 7 3 -16
9 原田鋼業 7 3 -21
10 廿日市FC 7 2 -14

2019年6月23日現在

【今節の見どころ】

森本

林 岩村

孫
（CAP）

安片

田原 橘木

須子 沖田
吉沢

西川
予想スタメン

前節の勢いのままホー
ム3連勝を狙うスター
ティングメンバーには
足首を負傷していた森
本の復帰を予想。
また前節負傷した中川
の代役に田原をボラン
チで起用する可能性が
高い。
廿日市戦では、林のド
リブルを中心にチャン
スを作ることが出来た
が、NTNの守備陣を崩
すには、更に全体が

が連動して動くことが攻略の鍵となる。
前線がボールを持った時に孫・安片の両サイドが
上手く絡むことで連動性を持たせ、田原・橘木の
両ボランチが前線へ良いボールを供給できれば、
勝ち点3獲得に繋がるだろう。
対するNTNは♯7安藤を中心にしたパスワークが得
点源だけに、安藤を自由にさせないように注意し
たい。

チーム内ゴールランキング チーム内アシストランキング

① 岩村 5点

②

① 田原 3点

② 岩村・孫 2点

【サイン入りボールをGETせよ！】

試合後のピッチを大開放します！

【ベルちゃん来場！！】

やまぐち県酪のマスコットキャラク
ター「ベルちゃん」が会場を盛り上げ
ます！写真撮影、握手OKです(^^♪

NTN岡山チーム紹介

【昨年度成績】

中国サッカーリーグ

9位（4勝12敗2分）

【過去対戦】

対戦なし

2008シーズンより中国リーグ
に昇格し、12年目のシーズン
を迎える企業チーム。昨シー
ズンは降格争いを経験。
今シーズンは巻き返しを狙う
べくモチベーションは高い。
企業チームならではのチーム
ワークの良さが魅力。

スタジアムグルメ情報

今節も鶏まるブースが出店(^^)/

～メニュー～
唐揚げ

揚げたこ焼き
フライドポテト
わかめしぐれご飯

フライドチキン（新メニュー）
カレーパン（新メニュー）
鯨カツ（新メニュー）

バレインビール（ブルービール）
海峡サワー
海峡スカッシュ

⚽キックインセレモニー⚽
江島 潔下関市サッカー協会会長がご来場されます。
試合前にキックインセレモニーを行います。

ハーフタイムショー

新下関にあるダンススタジオ

【BENCHIMARK（ベンチマーク）】から

「Chiharu class」「SAKI A」「Missycompany」
の3チームがハーフタイムショーに出演し会場
を盛り上げてくれます(^^♪

入場時は盛大な拍手でお迎えください！

孫
林
霜出

2点



FCバレイン下関 2019prayer

№1 GK監督

西川 充
（にしかわ みつる）

1986/5/23
187㎝/88㎏
広島県出身

森下 仁志
1967/12/9
静岡県出身

S級ライセンス所有

☆主将☆副主将

№2 DF

★新加入

★新加入

★新加入★新加入 ★新加入

★新加入

Pickup prayer

Profile
沖田 康佑（おきた こうすけ）

1992年1月13日生
山口県宇部市出身

小野田工業高校～レノファ山口FC～
FC宇部ヤーマン～FCバレイン下関

岩村

孫
（CAP）

林 田原

第6節試合結果

第47回中国サッカーリーグ/第6節 HOME

6月9日（日）11：00 乃木浜総合公園

FCバレイン下関 1-0 富士ゼロックス広島

【選手交代】
74分：№4中川→№27橘木
79分：№24安片→№8竹田
82分：№10森本→№40塩崎

【得点】
90分＋4
№39岩村（PK）

長 宏哉
（ちょう ひろや）

1993/11/27
158㎝/60㎏
広島県出身

吉沢 凜太郎
（よしざわ りんたろう）

1996/11/23
175㎝/68㎏
鹿児島県出身

中川 心平
（なかがわ しんぺい）

1984/11/7
169㎝/60㎏
山口市出身

須子 輝太郎
（すこ こうたろう）

1993/1/6
173㎝/70㎏
宇部市出身

孫 正倫
（そん じょんりゅん）

1991/9/18
174㎝/68㎏
★下関市出身

沖田 康佑
（おきた こうすけ）

1992/1/13
171㎝/65㎏
宇部市出身

竹田 裕昭
（たけだ ひろあき）

1985/5/29
174㎝/64㎏
★下関市出身

山本 盾
（やまもと じゅん）

1996/9/11
163㎝/58㎏
山口市出身

森本 惟人
（もりもと これひと）

1982/2/9
172㎝/66㎏
★下関市出身

前田 昇吾
（まえだ しょうご）

1988/11/11
172㎝/68㎏
★下関市出身

佐久間 大樹
（さくま だいき）

1987/6/7
180㎝/80㎏
東京都出身

鈴木 雄大
（すずき ゆうだい）

2000/7/4
175㎝/69㎏
福岡県出身

五月女 涼
（そうとめ りょう）

1995/6/13
165㎝/60㎏
福岡県出身

田村 隆生
（たむら りゅうせい）

1987/6/3
170㎝/65㎏
柳井市出身

馬越 俊樹
（うまこし としき）

1997/2/27
170㎝/64㎏
愛媛県出身

～「覚悟」そして「感謝」～

ディフェンシブなポジションなら
どこでもこなせる守備のスペシャ
リスト。対人の強さ、そして後方
からリーダーシップを発揮するDF
リーダー

東條 翔太
（とうじょう しょうた）

1991/12/28
174㎝/63㎏
★下関市出身

猪本 直家
（いのもと なおや）

1995/3/21
165㎝/59㎏
熊本県出身

田原 伊織
（たはら いおり）

1996/12/12
168㎝/68㎏
福岡県出身

法龍院 実佑
（ほうりゅういん みゅう）

2000/5/9
161㎝/62㎏
山口市出身

安片 政人
（やすかた まさと）

1993/4/20
172㎝/66㎏
熊本県出身

大賀 優将
（おおが ゆうしょう）

1993/9/9
165㎝/65㎏
★下関市出身

霜出 優斗
（しもいで ゆうと）

1997/7/1
164㎝/64㎏
鹿児島県出身

林 慎太郎
（はやし しんたろう）

1996/4/26
171㎝/64㎏
熊本県出身

大枝 正和
（おおえだ まさかず）

1989/7/5
178㎝/68㎏
山口市出身

岩村 勝利
（いわむら しょうり）

1996/6/5
173㎝/73㎏
福岡県出身

塩崎 謙人
（しおざき けんと）

1998/12/11
168㎝/62㎏

山陽小野田市出身

№3 MF №4 MF №5 DF №6 DF №7 MF

№8 DF №9 MF №10 FW №11 MF №14 MF №15 FW №16 MF №17 MF

№18 MF №19 DF №20 FW №23 MF №24 MF №27 MF

清水 辰之輔
（しみず しんのすけ）

2000年12月28日
169㎝67㎏
防府市出身

橘木 郁耶
（すのき ふみや）

1996/8/3
166㎝/62㎏
熊本県出身

№28 MF №30 FW №33 GK №40 MF

森本
岩村林

田原 中川

孫
（CAP）

安片

須子 沖田
吉沢

西川
西川

須子 沖田
吉沢

安片

中川 橘木

前節と同じシステム、メンバーで臨んだFCバレイン下関。
前半は一進一退の攻防となり、0-0で前半を終える。
後半、シュートまでいくものの枠をとらえきれず、逆に
カウンターで攻められる場面もありもどかしい展開が続
く。
誰もが引き分けを覚悟した後半アディショナルタイム。
ロングボールから岩村が抜けだし強引にシュートまで持
ち込むと、相手DFのハンドを誘いPKを獲得。
プレッシャーがかかる場面で自ら冷静にゴールを決め、
劇的な形での勝ち点3獲得となった。

№22 MF

№32 MF №39 FW

「いいぞ！ナイスプレー」
「下向く必要ないよ！やり続けることが大事だって！」

6月某日、バレインのトレーニング会場である乃木浜人工芝グラウンドに一際大きな声が響き渡っていた。
ゲーム形式のトレーニングで最後尾から声をひたすらだし続ける選手は、今シーズンより副主将にも任命され
たDF、沖田康佑だった。

トレーニングを見ながら、沖田の声を聞いた時にふと感じたのが、声を出す内容だった。
冒頭での言葉で分かるように、沖田が発する声は良いプレーには褒めて、悪いプレーにはしっかりと要求し、
前向きな失敗にはポジティブな声がけを意識しているように感じた。
「高校時代まではチーム内で中心選手とプレーさせてもらうことが多く、文句を言う方でしたね（笑） ただ、
高校卒業後にレノファ山口に入団させてもらった時に初めて自分が文句を言われる立場になったんですよね。
その時に言葉のチョイスってプレーと同じくらい大事だと感じましたし、今後はポジティブな声がけをしよう
と心に決めました。」

沖田は、宇部市で生まれ厚南小学校在籍時にサッカーを始める。
沖田の同学年には、現在も連絡を取り、親交がある下関市出身のJリーガー野村直樹(徳島ヴォルティス所属)、
そしてのちにチームメイトとなる元Jリーガーのソン・ジョンリュン((現:fCバレイン下関主将)らと試合の度に
凌ぎを削りながら、サッカーに明け暮れた。
中学、高校とサッカーを続け、高校時には山口県少年国体選抜にも選出され、背番号10番を背負ってプレー。

高校卒業後は、高校時の恩師もまだ選手として在籍していたレノファ山口に入団する。
「まだまだサッカーをやりたい気持ちが強くて、恩師の勧めもありレノファ山口でのプレーを決めました。た
だ、当時はプロ契約選手、サッカーでプロ契約を掴みたいと県外から来た選手、僕みたいな仕事の傍らサッ
カーをやっている選手が混在していました。正直、置かれてる環境も選手によって違いますし、モチベーショ
ンにも正直差があったと僕は思います。」

レノファ山口に在籍した2シーズン、沖田はほとんど試合に絡むことができずにレノファを退団。
「レノファ時代のチームメイトも退団後にヤーマンでのプレーを決めていた選手も多かったですし、地元でも
あるので、みんなで楽しくサッカーやれたらと思ってヤーマンに入団しました。」

レノファ山口退団後、FC宇部ヤーマンでプレーを続ける中、2014年の冬、福原（FCバレイン代表）の号令のも
と、ヤーマンの主力選手が宇部の飲食店に集まった。

「康太さんから話を聞いて欲しいから宇部に集まってくれないかと、ヤーマンの元レノファ組に招集命令が
かかりました。
あの人の言うことは絶対なんで、みんなで行きました(笑)その時に、俺はレノファをクビになったけどまだま
だ夢をあきらめきれない。下関の地でJクラブを誕生させる為に力を貸してくれないかと言われました。」

「俺なんかが力になれるのかなと悩みましたが、次の日にはバレインのユニホームカラーの青と白のインナー
を買いに行ってましたね(笑)」と、笑顔で当時を振り返ってくれた。

バレインに加入してからはすぐさま右サイドバックの定位置を獲得。
ただ、主力としてプレーをしていく中で当時は葛藤があったと沖田は語る。
「僕が入団した当時は、平日に週3回行っていた練習に参加できない選手も多数いて、７～8人しか練習に集ま

№25 DF

★新加入★新加入

★新加入★新加入

第7節試合結果

第47回中国サッカーリーグ/第7節 AWAY

6月16日（日）13：40 廿日市グリーンフィールド

FCバレイン下関 5-0 廿日市FC

【選手交代】
HT：№6沖田→№14佐久間
59分：№24安片→№23猪本
69分：№4中川→№3長
90分＋1：№1西川→№33大枝

【得点（アシスト）】
43分：№39岩村（№32林）
47分：№39岩村
53分：№32林（№39岩村）
57分：№27橘木（№22田原）
58分：№32林（№5須子）

前節の試合で足首を負傷した森本の不在が懸念されたが、1トッ
プで起用された岩村が前半開始から積極的に攻撃陣を牽引。
攻撃陣が次々に決定的チャンスを作るも得点を奪えない嫌な展
開続く。そんな嫌な流れを43分に岩村の3試合連続ゴールで断ち
切ると、廿日市の運動量が落ちプレスが甘くなった後半は素晴
らしいパスワークからゴールを量産。
ただ、単純なパスミスもあり、時折カウンターからシュートま
で持ち込まれる場面もあった為、次節に向けての課題も見えた
試合となった。

らないことも多かったです。僕自身、職場的に出張も多く、練習に行けないことの方が多かったです。だけど、試合にはスタメンで使ってもらっていました。実
力主義と言えばそれまででしょうが、練習に頑張って来ている選手は、練習に来れていない自分が試合に出ていることをどう思ってるのかなといつも考えていま
したね。」
そんな葛藤を抱えながらプレーを続けていく中でも、持ち前のDF力を発揮し続け、監督が交代していく中でもレギュラーとして試合に出続けたが、毎シーズン後
1歩のところで昇格を逃し続ける。

そして、職場での勤務年数が増えることに比例し、仕事も任せられるようになり、仕事で練習だけではなく試合にすら参加できないことが増えてきた。
2018シーズンは、昇格決定戦2試合もベンチメンバーとなり、在籍したシーズンで1番試合に出場できなかったシーズンとなった。
「試合に出場できずにもちろん悔しさはありましたが、ほとんど練習にも参加出来ていなかったし、良い選手も沢山入団していたので、仕方ないなと割り切って
いる自分もいました。そんな中、県決勝大会（昇格決定戦）では2試合とも途中出場ではありますが出場ができましたし、この2試合は自分が試合に出ていようが
出ていなかろうが、ただただ勝ちたい、昇格したいと思った2日間でした」

何度も何度も跳ね返され続けた壁を、最高の形で打ち破った時の感動は最高だったのと同時にユニフォームを脱ぐ時がきたのかなと沖田は感じていた。
「昇格が決まった瞬間は正直、めちゃくちゃ嬉しかったですよ！もう最高でした！ただ、冷静に考えた時に、中国リーグに昇格することで県外での試合が増える
ので「遠征」になります。 またクラブも強化に向けて、練習日も増やしたりするとなると、職場との兼ね合いを考えた時に来シーズンプレーするのは現実的に
無理だなと、昇格したタイミングで辞めるのがベストかなと思いましたね」

実際に、シーズン終了後の選手との来期の選手登録等に向けた個人面談では沖田からクラブへ退団の申し入れがあったそうだ。
「来シーズンの話しをした時に、康佑（沖田選手）からは退団したいと思っていますと言われましたけど、僕の中では仕事的に恐らく退団の意思を伝えてくるだ
ろうなと予想はしていました。ただ、心のどこかではサッカーを続けたい！バレインの一員として中国リーグを戦いたい！と言う気持ちがあるのは感じましたね。
ですが、高校を卒業して、某大手企業に就職していて、その沖田に仕事を辞めさせてバレインで頑張るか？とは本音は言いたかったですが、彼の将来を考えた時
に言えませんでした」と、福原代表が面談時の沖田とのやり取りを教えてくれた。

数日後、沖田は福原へ1本の電話を入れる。
「僕はやっぱりサッカーをやりたいと思っています。ここでバレインを辞めたら絶対に後悔すると思うので、どこか雇用先を探してくれませんか？」
連絡を受けた福原はかなり驚いたそうだが、沖田の気持ちが中途半端ではないことを確認する為、何度も何度も二人は話し合いを続け、サッカーに理解のあるス
ポンサー企業へ雇用が決まった。

2019年、舞台は中国リーグ。 現在、沖田はバレインに入団して初めてチームの活動に全て参加できている。
「今は雇用先の理解、協力もありチームの活動に全て参加できています。まさか、自分が仕事を辞めてまでサッカーを続ける選択をするなんて思ってもみなかっ
たですね（笑） 後悔するかしないかは今後の自分次第だと思いますし、試合に出る為に毎日チームメイトと切磋琢磨して、メンバー発表の際は常にドキドキし
て・・・。そして何より沢山の方に応援していただいています。ホーム開幕戦、僕はメンバー外でしたが、あのスタンドの光景には鳥肌が立ちました。サッカー
を昨年で辞めていたら、こういった刺激が全くなかったと思うと選択は間違ってなかったのかなと今は感じています」
「そして僕、今年結婚したんですよ。 妻、そして妻のご両親も試合会場に来てくれます。 サッカーを続ける選択を許してくれ、サポートしてくれている妻達
の為にも、頑張らないといけませんからね。」

沖田の言葉からは周りの人たちへの感謝の気持ち、そしてこのクラブでプレー出来ている充実感、いや、覚悟のようなものを凄く感じた。
最後の回答はまさにその「覚悟」の表れだった。

「僕はこのクラブに対し、本当に感謝しているし大好きです。この青のユニフォームを脱ぐ時が僕のサッカー人生の終焉の時だと思います。だからこそ、このク
ラブが地域から愛されるクラブになること、そして将来、FCバレイン下関がJリーグクラブとなる為の礎になれるようにこれからも全力でプレーしますよ」

今シーズンから副キャプテンにも任命された沖田。

強い覚悟と感謝の気持ちを持って、今日も乃木浜のピッチで闘い続ける！


