
　2019/9/1　下関陸上競技場　12:00KICK OFF
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第15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】。

次節のお知らせ（アウェーゲーム）

2019年9月8日（日）　11：00KICK OFF

VS　富士ゼロックス広島

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 14 37 34
2 SRC広島 13 35 35
3 IPU環太平洋大学FC 13 27 9
4 JXエネルギーTG水島 14 22 13
5 FCバレイン下関 13 19 4
6 富士ゼロックス広島 14 18 -6
7 NTN岡山 14 13 -13
8 廿日市FC 13 8 -15
9 浜田FCコスモス 14 8 -27
10 原田鋼業 14 8 -34

2019年9月1現在

中国リーグ得点ランキング

浜田FCコスモスチーム紹介

VS

クラブグッズ販売中！！

1 宮澤　龍二 三菱 20

2 林　遥 SRC 13

3 岡本　奈也 IPU 10

4 炭廣　翔 SRC 9
7 高瀬翔太・前原翼 三菱・SRC 8
7 岩村　勝利（以下4人） 下関 6

【今節の見どころ】

森本　

林　霜出　　

田原　沖田　

孫　　　　　安片

西川

予想スタメン

（CAP）

須子　佐久間

（庄原市上野総合公園：広島県）

1977年に「バンカーズ」として創設され、40年以上の歴史を持つ地元
に根付いた由緒あるクラブ。　2005年に現クラブ名の「浜田FCコスモ
ス」に名称を変更し、2018年に島根県リーグを無敗で制し、中国地域
県リーグ決勝大会Bブロックで優勝。FCバレイン下関と共に2019シー
ズンからの中国リーグ昇格を決めた。「地域から愛されるクラブに」
をクラブ理念にもっており、地元出身選手が多数在籍している、正に
地元に根付いたクラブを体現している。しっかりと引いて守り、数少
ないチャンスをモノにするサッカースタイルで上位進出を狙う。

次回ホームゲームお知らせ

システムは前節・NTN戦と同
様の「3-4-2-1」を予想。
コンディション不良で前節は
今シーズン初めて、スタメン
から外れた孫主将が今節から
先発に復帰するのではないか。
前節、途中出場からチームを
活性化した中川、相手が疲れ
てきた時間帯に投入され、得
点こそなかったが、数多く
シュートを放った岩村。
そして孫が先発へ復帰した
場合、スパーサブとして控え
ることになる大賀等、交代選
手の出場のタイミングが一つ
カギを握りそうだ。

対戦する浜田は前回対戦時同様に、守備に多くの人数をか
けてくることが予想される。パスだけでは崩せない部分が
出てきた時に有効なのが「ドリブル」だ。。チーム内でい
わゆる「個」の力で局面を打開する能力に長けている選手
と言えば林と大賀の二人。
相手が疲れてきた時間帯に大賀、中川、岩村らを投入する
ことで、チャンスを増やせるのではないか。
大観衆の前でアグレッシブなサッカーを展開し、勝利のラ
インダンスが、下関陸上競技場で見れることを期待したい。国産牛串焼き

フランクフルト
押し寿司

わかめしぐれご飯
ビール

海峡サワー

2019年9月15日（日）　12：00KICK OFF

VS　廿日市FC
（乃木浜運動公園：人工芝グラウンド）

バレインキャップ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
トートバック

マフラータオル（下関・鯨撃Ver)

キッズTシャツ（130㎝～150㎝）

バレインステッカー
NEW

選手千社札
Tシャツ（青・白・紺）

ユニフォームキーホルダー

新商品続々入荷♪

■2018シーズン戦績

島根県リーグ
優勝：7勝3分

（中国リーグ昇格）

　■過去対戦成績
　中国リーグ第9節
　　　2-2　▲

スタジアムグルメ情報

鶏まる

菊川手延素麺

MATES CAFE
タピオカドリンク

そよ風カレー（お持帰用）

やまぐち県酪

ブルーイタリー
（選手オリジナルVer)

いっぱい

食べてね♪

【青鯨抽選会開催】
豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会を開催♪　　　　
場外にあるクラブブースにて抽選権を配布していま
すのでクラブブースへお越し下さい(^^)/

美味しい物が

いっぱいあるよ

～☆彡

ハーフタイムはCOOL CHOICE♪
山口県で活躍中の「山口活性学園」のアイドルと芳
田下関市副市長がハーフタイムのピッチに登場し、 
COOL CHOICE宣言、トークショーでで会場を盛り上
げます！皆様も一緒にCOOL CHOICE(^^)/

吉沢



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

森本

大賀

第13節試合結果

第47回中国サッカーリーグ/第13節　AWAY
7月28日（日）11：00　シティライトスタジアム補助競技場　

　FCバレイン下関　1-2　JXTG水島エネルギー水島

　　　【選手交代】

60‘:岩村　→　森本 
74‘:五月女　→　佐久間 
79‘：大賀　→　清水
80‘:霜出　→　猪本
　　【得点（アシスト）】

48‘：吉沢（岩村）
68‘:失点
83‘:失点

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

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

　　～バレイン、そして下関と共に～

Profile
孫　正倫　　　　　　　　

（そん　じょんりゅん）

1991年9月18日生
下関市出身

アビスパ福岡U-18～アビスパ
福岡～レノファ山口 

昨シーズンのチーム得点王は、
今季より背番号7を背負い、主
将としてチームを牽引する。　
左足でのプレーに注目！

№3　MF №4　MF №5　DF №6　DF №7　MF

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

馬越　俊樹
（うまこし　としき）

1997/2/27
170㎝/64㎏
愛媛県出身

№18　MF

猪本　直家
（いのもと　なおや）

1995/3/21
165㎝/59㎏
熊本県出身

№23　MF

★新加入

安片　政人
（やすかた　まさと）

1993/4/20
172㎝/66㎏
熊本県出身

№24　MF

★新加入

№27　MF

橘木　郁耶
（すのき　ふみや）

1996/8/3
166㎝/62㎏
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

№28　MF

霜出　優斗
（しもいで　ゆうと）

1997/7/1
164㎝/64㎏

鹿児島県出身

№30　FW

★新加入

大枝　正和
（おおえだ　まさかず）

1989/7/5
178㎝/68㎏
山口市出身

№33　GK

塩崎　謙人
（しおざき　けんと）

1998/12/11
168㎝/62㎏

山陽小野田市出身

№40　MF

大賀

田原

岩村

霜出

五月女　吉沢

西川

須子

安片

ホーム開幕戦以来、怪我で長期離脱中だった大賀が右サイド
で先発起用され、ボランチには初先発となる五月女が起用さ
れた。　序盤、JXTGに押し込まれ決定機を作られるが、西川
のスーパーセーブなどで無失点で切り抜ける。対するバレイ
ンは数度あった決定機を生かしきれず、お互い無得点のまま
前半終了。　後半に入るとリズムが出てきたバレインは48分
に素晴らしいパスワークから最後は吉沢が冷静にゴールへ流
し込み先制に成功する。しかし、68分にミスから同点ゴール
を献上すると流れは一気にJXTGへ。　勢いに乗った相手を止
めきれず83分に逆転ゴールを許すと、そのままタイムアップ。
勝てば順位が入れ替わる大事な一戦で手痛い敗戦となった。

「今シーズンのキャプテンは孫にやってもらう。孫を中心に開幕に向けて頑張っていこう」
3月上旬のミーティングで森下新監督から2019シーズンのキャプテンが選手達に告げられた。
中国リーグ初年度となる2019シーズンのキャプテンに任命されたのは、今季より背番号7番を背負う孫　正倫だった。
昨シーズンよりチームに入団すると、前への推進力とここぞの場面で決める決定力で、中国リーグ昇格に大きく貢献。
だが、闘志を全面に出すプレースタイルが故に、「我が強い」と思われることも多く、孫のキャプテン就任にはサポー
ターや多くの人達が驚きを隠せなかっただろう。
「2月ぐらいですかね、森さん（現：ＦＣバレイン下関監督）に呼ばれて、僕をキャプテンに考えていることを聞きまし
た。僕自身、驚きはそんなにありませんでしたね。年齢的にも年下の選手も増えてきて、上のカテゴリーで経験したこ
とも伝えていかないといけないって思っていました。チームの為にも、俺がチームを引っ張っていかないといけないと
は感じていたので。」
 
孫は下関生まれ下関育ちの生粋の下関人だ。
小学校にサッカー部しかなかったこともあり、何気なしに始めたサッカーも徐々にのめり込み、より高いレベルでのプ
レーを望んでいた小学校6年の時、たまたま遊びに行っていたシーモール下関で新しく発足する中学校年代のクラブチー
ム「ミレニオアスレティッククラブ」の新入団選手募集のチラシを受け取ると、迷うことなくクラブへの入団を決意し
た。
ミレニオに入団後は、中学2年時からレギュラーを掴み、3年時にはキャプテンを任せられるまでに成長。

転機は中学3年時だった。　　　アビスパ福岡主催の大会に招待され、アビスパ福岡Ｕ-15と対戦する訳だが、アビスパ福
岡は中学年代の日本代表候補ＦＷ2人を擁し、当時抜群の強さを誇っていた。
そのアビスパ福岡U-15との試合で、ＣＢで出場した孫は強力2トップを完封してみせた。
「僕、その試合ＣＢやったんですよね（笑）日本代表候補のＦＷと試合できるってことで楽しみにしていました。実際
に対戦してみるとこんなんもんかって思いましたし、俺、上のレベルでできるなって思っちゃいましたね。完全に天狗
になった試合でした（笑）」
元々、中国選抜にも選出され山口県では名が知られていた存在だったが、アビスパ福岡Ｕ-15戦の活躍により、孫の元へ
は県内外のサッカー強豪校、そしてアビスパ福岡Ｕ-18からもオファーが届くことになる。
 
数あるオファーの中から、アビスパ福岡Ｕ-18を選択した訳だが、そこには孫の明確な目標があっての選択だった。
「中3の時には、Jリーガーになりたいって強く思うようになっていましたね。じゃあ、プロになる為に最善の選択をしよ
うと考えた時に、Jクラブであるアビスパ福岡の下部組織で活躍すればトップチームの練習にも呼ばれるだろうし、そこ
で目に留まればJリーガーになれると自分なりに考え決断しました」
「楽しみと言うか、福岡でやってやるぞって気持ちしかなかったですね。なので寂しさはありませんでしたよ。
ただ、後から聞いた話では僕を福岡まで送ってくれた帰りに親は泣いていたみたいですけど（笑）」
 

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

№25　DF

★新加入

田原　伊織
（たはら　いおり）

1996/12/12
168㎝/68㎏
福岡県出身

№22　MF

★新加入

岩村　勝利
（いわむら　しょうり）

1996/6/5
173㎝/73㎏
福岡県出身

№39　FW

★新加入

林　慎太郎
（はやし　しんたろう）

1996/4/26
171㎝/64㎏
熊本県出身

№32　MF

★新加入

第14節試合結果

第47回中国サッカーリーグ/第14節　AWAY
8月25日（日）9：30　NTN岡山畠田グラウンド　

　FCバレイン下関　2　-　0　NTN岡山
　　　【選手交代】

60‘：佐久間　→　中川
64‘：大賀　→　孫
75‘：森本　→　岩村
90‘+3：安片　→　馬越

　【得点（アシスト）】

23‘：田原（PK）
60‘：田原（PK）

山本　盾
（やまもと　じゅん）

1996/9/11
163㎝/58㎏
山口市出身

東條　翔太
（とうじょう　しょうた）

1991/12/28
174㎝/63㎏

★下関市出身

№20　FW

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

№19　DF

★新加入

15歳の春、住み慣れた大好きな下関の街を離れ、強い決意を持ち福岡に闘いの場を移し、孫のプロサッカー選手への挑戦が始まった。

アビスパ福岡U-15では、高校1年生から公式戦のメンバーに選ばれ、高校2年時にはトップチームの練習にも参加するようになり、夢であったJリーガーを夢ではなく
「目標」として考えるようになっていた。

そして高校3年時に念願だったトップチーム昇格への内定をもらう訳だが、当時のことを孫に聞くと
「トップチームの練習に参加させてもらう機会をもらっていましたが、高校2年までは正直緊張していいプレーを出来ないことがほとんでした。でも、3年になって
から自分のプレーを徐々に出せるようになり、自信もつきました。このままいけばプロでもやっていける！そんな変な自信も出てきていたぐらい堂々とプレー出来
るようになっていましたね」

だが、2010年より3シーズン所属し、リーグ戦での出場は0。　　天皇杯への出場のみとなった。
「実際にJリーガーになり、サッカーで給料をもらえるようになった中で、プロとして活躍している人達の凄さを実感した3シーズンでした。日々のトレーニングは
もちろんオフザピッチもサッカーを1番に考えて行動しする。その中で試合に出れるのは11人しかいない訳で、毎年契約満了でクラブを去る先輩選手達を見てきまし
た。結果を出さないと生き残れない・・・本当に弱肉強食の世界だと痛感しましたね」

2012年11月にクラブから契約満了を告げられた訳だが、孫の元へは、JFL、地域リーグのクラブからオファーが届いたが、孫が移籍先へ選んだのは地元山口県のレノ
ファ山口だった。
「入団の話は数チームからもらいましたが、やはり地元山口県のクラブって言うのが最大の決め手でした。このクラブで絶対に結果を出して、またJの舞台に戻って
やろうと強い決意で山口に帰ってきたのを覚えています。」

その言葉通り、レノファ山口に加入後は左サイドバックのレギュラーとして、全国社会人サッカー大会でクラブ初の日本一に貢献、悲願であったJFL昇格も掴み取っ
た。
勝負の2年目と意気込んだ2014シーズンだったが、クラブが新監督を招聘したこともあり、出場は1試合のみにとどまり、その年の12月に契約満了が発表された。
「やりきったかと言うか、ここでサッカーは一区切りつけようと思いました。地元下関に戻って、親父の家業の見習いをやろうと心に決め下関に戻ることを決断し
ました。」

2015年からサッカー選手と言うフィールドを離れ、一社会人として歩み始めた孫だったが、レノファ山口で共にプレーした男の動向が、後に自身の今後に大きく関
係する。
「康太さん(現:FCバレイン下関代表)が2015年～バレインのGMに就任したんですが、そこから電話で話をしたり、僕の仕事場に康太さんが来て話をしにする機会が増
えましたね」
当時のことを福原に聞くと
「僕が住んでいた家が孫の仕事場から凄く近かったので、よく話をしに行ってました。孫は下関では顔が広いのでスポンサー紹介してよってかなりしつこく言って
ましたね(笑)　　でも、そのかいあってか、あいつのおかげでスポンサーになってくれたスポンサー様も実際にあるので孫には感謝してます。」
「後は選手としてもずっと口説いてました。まだやれるだろ！もったいないぞって。ただ、入団に関しては当時はあまり関心を持ってくれませんでした。やっぱり
県リーグっていうカテゴリーに抵抗があったと思います。　実は孫のお父さんと話をする機会があって、息子はまだ絶対にサッカーに対し未練があると思うと言っ
ていたんですよね。それを聞いて余計に口説かないといけないと思ったのを覚えてますね。」

そして2017年、またしても後1歩のところで中国リーグ昇格を逃し失意の中にいた福原のもとへ、孫から一本の電話が入る。
「康太さん、何やってるんすか！！結果見ましたよ！なんか俺めちゃくちゃ悔しいです！自分出ていないし、バレインの選手でもないけどめちゃくちゃ悔しいです！
色々考えましたが来シーズンバレインでやらせて下さい！バレインを昇格させたいです！」
孫に当時のこと聞くと
「地元下関のクラブが夢を持って活動している中で何年も結果を出せずに苦しんでいる姿に耐えられませんでした。俺が絶対何とかしてやるって思い、気づいたら
康太さんへ電話していましたね（笑）」

その言葉通り2018シーズンから加入すると、得点を量産。
チーム得点王を獲得し、ここぞの場面でのゴールを奪う決定力でで中国リーグ昇格に貢献した。

中国リーグ昇格後を決めた、2018年12月に行われた来シーズンへ向けた選手面談が行われたが、
「俺はこの地元下関のクラブでJの舞台へ戻りたい！その為なら何でもやりますよ。」　　　　孫から出た言葉だった。

そして、森下新監督を迎え2019シーズンがスタート。
キャプテンにも就任し、ここまで公式戦全試合に出場し、チームを牽引している。
ここまでのシーズンを振り返り孫は
「正直全然満足していないです。まだまだ俺達はやれると思います。ただ、もっと一つ一つのプレーにこだわり、お互いがもっと要求していかないといけないと思
います。　この順位にいるのは個人的には納得していないですね。」

「そして地元下関を、バレインを通じてもっと盛り上げたいですね！その為には見に来てくれた人達がまた見に来たいと思ってくれるような試合を僕ら選手がしな
いといけないと常に思っています」
今回、孫へのインタビューを通して「地元下関の為に」と言う言葉や、下関に対する思いを凄強く感じた。

下関、そしてクラブへの熱い思いを持った孫が、キャプテンとしてこれからどういう風にチームをまとめていってくれるのか。
そして、どんなプレーでサポーターを魅了してくれるのか・・・。

その答えはピッチの上で示してくれるだろう。　今までもそうだったようにこれからも必ず。

 
 

　田原　沖田

佐久間

霜出林

約1か月間の中断期間を挟み開催された今節。コンディション不良で先発出場が　　
見送られた孫の代わりにキャプテンマークを巻き、沖田が今シーズン初めてボ
ランチ起用された一戦は試合開始からバレインが優位に試合を進める。
中断期間中のトレーニングで行ってきた少ないタッチ数でボールを動かし、相
手を上下左右に揺さぶりながら、ゴール前に多くの選手が入っていくことで
シュートチャンスを数多く作る。　チャンスは作るものの得点を奪えないもど
かしい展開の中、23分に森本が抜け出しPKを奪取。　田原が冷静に決め先制点
を奪う。
後半は一転、NTNが攻勢を仕掛けてくるが、DF陣の冷静な対応で得点を与えな
い。
中川が60分に投入されるとチームが活性化する。次々にチャンスを作り出し、
森本のパスに抜け出した安片がこの試合2度目となるPKを奪取。田原がこの日2
回目となるPKをしっかりと決め追加点をあげ、2-0で勝利を収めた。　　　　　　
試合には勝利したが、幾度とあったチャンスを決めきれないと次節以降難しく
なると感じた試合でもあった。

【怪我人リスト】

■№3長（復帰予定時期：来シーズン以降）

■№15鈴木（復帰予定時期：9月下旬）

■№11前田（復帰予定時期：来シーズン以降）

■№27橘木（復帰予定時期：来シーズン以降）

孫
（CAP）

須子　安片
沖田

西川

（CAP）

吉沢

■№25清水（復帰予定時期：9月上旬）


