
個人会員

¥3,000／1口年会費

かぞく会員

2-4名様/同一住所に限る
¥6,000年会費 年会費

こども会員

¥1,000／1口
プレミアム会員

¥100,000／1口年会費

ニッパツ横浜FCシーガルズと地域を盛り上げる

かもめいと
ショップも募集開始

↓詳しくはQRコードから

ときわスポーツ パシオン横浜店は横浜FCのオフィシャルショップです。

パシオン横浜店は横浜FC、ニッパツ横浜FCシーガルズを応援しています!
サッカー用具の購入は、ぜひ選手御用達のパシオン横浜店へ!

045-440-0700
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-22 横浜駅北東口Aより徒歩2分

営業時間 平日10：30～20：00 土日祝日10：00～20：00 定休日 なし 

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ応援基金「かもめいと」

２０１９シーズン会員募集中‼

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズを応援するおもな会員特典
選手直筆グリーティングカード
会員限定イベント参加権など

なでしこリーグ

ご入会は
こちら

NHK SPRING YOKOHAMA FC
SEAGULLS INFO 2019年3月21日発行

1
Haruna
Deguchi

2
Chisato
Takamura

3
Nao
Fujii

4
Miku
Nakai

5
Keiko
Tanaka

6
Rei
Tachibana

7
Emi
Yamamoto

8
Nanami
Miyashita

9
Miyuki
Takahashi

11
Anna
Hirakawa

13
Chika
Uetsuhara

14
Mizuki
Oshima

15
Yuna
Segawa

16
Rina
Kosuda

17
Riho
Sakamoto

18
Yukiko
Sue

19
Sarasa
Nakagawa

20
Yuria
Obara

21
Arisa
Mochizuki

22
Hikari
Nagashima

23
Mana
Odagawa

24
Mio
Hisanaga

25
Natsuki
Nagasawa

26
Hinata
Kobayashi

27
Ayako
Shimada

28
Mizuki
Hirakuni

31
Kinami
Echigo

Takuya
Jinno

Atsushi
Nagatani

Tsuyoshi
Ochiai

Shiori
Sugai

トレーナーGKコーチコーチ監督

◀選手・スタッフの詳しいプロフィールは公式ホームページをチェック！

https://seagulls.yokohamafc-sc.com/

最新情報はこちら
@yfcseagulls @yfcseagulls@yokohamafcseagulls

THU バニーズ13:003.21 vs

SUN Ｓ世田谷13:303.24 vs

SAT 大和Ｓ13:004.20 vs ［ニッパツ］

sUN Aハリマ13:003.31 vs ［ウインク］

［味フィ西］

sat ちふれ14:004.27 vs2019プレナスなでしこリーグ2部 2019プレナスなでしこリーグカップ2部

［太陽が丘］

［藤 枝 サ］

［ 未 定 ］
SUN バニーズ14:009.8 未定vs

SUN Aハリマ15:009.15 10.19vs

sUN 静岡14:009.29 vs

［小 机 F］

［ニッパツ］

［ニッパツ］

［大 和］

SAT S世田谷13:004.6 vs

大和Ｓ13:004.14 vs

SUN ちふれ13:005.26 vs

sat オルカ13:006.1 vs

sun

14:006.30
SUN

［ 川 越 ］

［駒沢陸上］

［ 鴨 陸 ］

［ニッパツ］

sun S世田谷13:30
vs

大和Ｓ13:006.22
6.16

vs

sun オルカ14:307.14 vs

SAT

ちふれvs［保土ケ谷］

［ニッパツ］

［鴨 陸］

［愛 媛 球］

［しらこば］

Mon Ｃ大阪堺13:005.6 vs

オルカ13:005.2 vs

sUN 愛媛Ｌ13:005.19 vs

THU

静岡13:005.11 vs
SAT

SAT Ｓ世田谷15:308.31 vs ［保土ケ谷］

SAT ちふれ16:009.21 vs ［三ツ沢陸］

［三ツ沢陸］

［小 机 F］

［小 机 F］

SAT オルカ13:0010.5 vs

SAT 愛媛Ｌ13:00
vs

［ 大 和 ］大和S13:0010.26 vs
SAT 

C大阪堺未定
XXX

vs［ニッパツ］

ニッパツ横浜FCシーガルズは横浜市をホームタウンとして活動する女子サッカーチームです。
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ブルーライン

首都高速三ツ沢線

三ツ沢下町駅三ツ沢上町駅

横浜
駅

三ツ沢公園三ツ沢公園

ニッパツ三ツ沢
球技場

ニッパツ三ツ沢
球技場

横浜駅西口IC

三ツ沢IC

ホーム
スタジアム
紹介

  ニッパツ三ツ沢球技場 /
  横浜市三ツ沢公園陸上競技場

【アクセス】
横浜駅西口よりバス「三ツ沢総合グランド入口」
下車徒歩 2 分
市営地下鉄「三ツ沢上町」より徒歩 15 分

  日産フィールド小机
【アクセス】
JR「新横浜」駅より徒歩 14 分 ／ JR「小机」駅より徒歩 7 分

  神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場
【アクセス】
JR「保土ケ谷」駅西口より横浜駅西口行きまたは保土ケ谷駅行き循環

（25 系統）バス 10 分、「保土ケ谷野球場」前下車
相鉄線「星川」駅または「和田町」駅より徒歩 15 分

プレナスなでしこリーグ2部所属チーム
10チーム２回戦総当たり（ホーム＆アウェイ）で年間順位を争う。
1位は1部に自動昇格、2位は1部9位チームとの入替戦。

《3/21（木）～10/26（土）》

ちふれＡＳエルフェン埼玉

静岡産業大学磐田ボニータ 大和シルフィード バニーズ京都ＳＣ ＡＳハリマアルビオン

セレッソ大阪堺レディース 愛媛ＦＣレディース

オルカ鴨川ＦＣ スフィーダ世田谷ＦＣ ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ

OFFICIAL CLUB TOP PARTNER

OFFICIAL CLUB PARTNER

とは？
“ニッパツ横浜ＦＣシーガルズを応援したい”という思いを応援基金という形にして支えていただく会員組織です。

「かもめいと」会員費は、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズの強化基金及びかもめいと運営費に充当いたします。
2019シーズンもニッパツ横浜ＦＣシーガルズと共に戦いましょう！

かもめいと

特典 個人会員

○

○

○

○

○

○

-

こども会員

○

○

○

○

○

○

-

かぞく会員
○

○

○

○

○

○

-

プレミアム会員

○

○

○

○

○

○

○

※お1人様1枚

※お1人様1本

※1家族 1通

※1家族 1通

ホームゲームイベント参加権

オリジナルステッカー
１口につき1枚

１口につき1枚
会員証発行

オリジナルタオルマフラー
１人１本 ※先着500名様

グリーティングカード
（選手直筆メッセージ入り、お届け時期未定）

メールマガジン配信
（年３回予定）

プレミアムグッズ進呈

会員カテゴリー

◎個人会員 ¥3,000/1口

◎こども会員 ¥1,000/1口

◎かぞく会員 ¥6,000（2～４名様）

◎プレミアム会員 ¥100,000/１口

◎ショップ会員 ¥15,000/１口

先着500名様にオリジナルタオルマフラープレゼント！

ご入会いただいた

10チーム
1部

チャレンジリーグ
12チーム

10チーム
2部

・マイナビベガルタ仙台レディース
・浦和レッドダイヤモンズレディース
・ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
・日テレ・ベレーザ
・日体大FIELDS横浜
・ノジマステラ神奈川相模原
・アルビレックス新潟レディース
・ＡＣ長野パルセイロ・レディース
・伊賀フットボールクラブくノ一
・ＩＮＡＣ神戸レオネッサ

10チーム
2部

・ノルディーア北海道
・常盤木学園高等学校
・つくばＦＣレディース
・ＦＣ十文字ＶＥＮＴＵＳ
・新潟医療福祉大学女子サッカー部
・ＪＦＡアカデミー福島
・ＮＧＵラブリッジ名古屋
・スペランツァ大阪高槻
・セレッソ大阪堺ガールズ
・岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ
・吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁
・アンジュヴィオレ広島

プレナスなでしこリーグ 2 部

Bグループ

Aグループ

ちふれＡＳエルフェン埼玉

静岡産業大学磐田ボニータ

バニーズ京都ＳＣ ＡＳハリマアルビオン

愛媛ＦＣレディース

オルカ鴨川ＦＣ

スフィーダ世田谷ＦＣニッパツ横浜ＦＣシーガルズ

大和シルフィード

セレッソ大阪堺レディース

プレナスなでしこリーグカップ 2 部

地域性を考慮し、A/Bグループに分け、5チーム
の2回戦総当たり「予選リーグ」を行います。
《4/6（土）～7/14（日）》
予選リーグの各グループ1位の2チームで決勝
《8/3（土）》を戦います。
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Eminyo!

7
キャプテン 山本絵美

Q：新チームが始まって2カ月ほど経ちますがチームの雰囲気はどんな感じ？
練習の雰囲気も締まってきて、みんなの気持ちも開幕に向かいつつある
と思います。
Q：今シーズン、再びキャプテンを務めることになりましたがこれまでとの変
化などはありますか？
一昨年務めていた時とは少し違う感じはあります。今までは長年一緒に
やってきたメンバーの中でのキャプテンという立場でした。今年は大きくメ
ンバーが変わった中で務めることになるのでその部分での違いはあると思
います。やるべきことは変わらないですが、昔からいるメンバーと新しいメン
バーをどのようにチームにしていくのか、もとからのシーガルズの良さを伝
えつつ、新しい選手たちの良さも出していくにはどうしたら良いかを副キャプテンと話し合ったりしています。
Q:副キャプテンは山本選手が推薦したと伺いました。
ビジュアル枠で。（笑）ファン多そうだなって思って。（笑）っていうのは冗談で、由梨愛（14 小原）に関しては1部
や代表での経験もあるので、チームが1部に行くために足りないものをもっと伝えてほしい。彼女自身、色々な人
とコミュニケーションを積極的にとっているから言いにくいことも伝えやすいだろうし、みんなも由梨愛の話を
聞いてくれると思う。七海（8 宮下）は、彼女の年代が一番多いこともあり、下の年代も入ってきたので若手をまと
めつつ、色々な情報に気を配って、シーガルズの良さを伝えてくれると期待しています。
Q:山本選手が思う「シーガルズの良さ」って何ですか？
横須賀シーガルズから受け継がれている全体の雰囲気とか仲の良さですかね。その良い面は残して
いきたいと思いますが、上を目指すにはプラスの厳しさも必要だと思います。
Q:チームとしての目標と注目してほしいところを教えてください。
これまでは上の環境を知らない選手が多かったので「厳しさ」といっても、どう厳しくしたらい
いのか、「どう目指したら良いのか」を分からない選手もいたと思う。だから新しく加入した
1部を経験している選手たちから感じ取ってほしいです。今年は昨年のベースがありつつ
新しい選手も来てくれて、昨年プラスαで攻撃もできるようになってきたのでそういっ
た部分も見てほしいです。ずば抜けた選手がいるわけではないから、チーム力でしっ
かり勝ちを積み上げていきたいです。
Q:個人としての今シーズンの目標をお聞かせください。
自分の目標としては「昨年以上」。自分もチームの成績も昨年以上にしたい。昨
シーズンは色々なポジションでプレーさせてもらいました。（右SB・両SH・ボラン
チ）それぞれのポジションでプレーする中で、色んな景色が見えて自分の中でプ
レーの幅が広がって昨年はシーズン中に凄く成長出来たと思うんです。だから、
今年はその昨年を超えるくらい成長したいしもっとサッカーが上手くなりたいと
思うので「昨年以上」が目標です！
Q:応援してくれる方々に一言お願いします。
一言で終わらせられるかな～！（笑）シーガルズのサポーターさんはどんなに苦しい状況
でも温かく応援してくれます。応援してくれる人たちのためにも、今年は結果を出して上に
行きたいと思っています。今年も変わらずに熱い応援をしていただければと思います。

新
天
地
で
新
た
な
経
験
を

昨
年
以
上
を

Profile

小原由梨愛（おばらゆりあ）/DF
1990年9月4日生（28歳）
前所属チーム：
アルビレックス新潟レディース（2018）

Profile

山本絵美（やまもとえみ）/MF
1982年3月9日生（37歳）
前所属チーム：
ナポリカルチョフェミニーレ（2013） 20

Q:今シーズン加入していきなりの副キャプテンですが、最初聞いた時どう感じましたか？
10年間そういうタイプでサッカーをしてきていなかったので……。前所属のアルビレックス
新潟レディース（以下=新潟）でもそういう立ち位置ではなかったので、元チームメイトから
は「大丈夫？」って心配の連絡がきました。（笑）絵美さんから伝えられたのですが、びっくり
しました！
Q:長年いた新潟から横浜へ、決断の理由は？
一言でいうと、「いろいろな経験がしたかった」ですかね。2部から1部へ昇格するという経験
をしたことがなかったので、新しい場所で自分の経験を活かしたいです。
Q:小原選手から見た「シーガルズの良さ」って何ですか？
とにかくすごく仲がいい。そのなかでもオンオフがはっきりしている。シーズンが始まってから
もこういういい雰囲気のままいけたらいいです。仲が良い分、それを活かしてチームワークをもっと高めていけたら攻守においてまとまりのあ
るチームになっていくのではないかと思います。
Q:シーガルズではどんなところをアピールしていきたい？
新潟でも10年間でたくさんの監督にお世話になって、人によって私を使いたい場所はそれぞれ違いました。使っていただけるポジションが
あれば、サイドバックやサイドハーフが中心にはなると思いますが、自分の持ち味であるスピードに乗ったドリブルであったり、攻撃での得
点に絡むプレーでアピールしていきたいです。
Q:OFFの日はチームメイトと過ごすのですか？
仕事でも一緒にいるけれど、チームメイトとはまだ休日に会ったりはできていないです。
シーズンが始まってOFFができたらチームメイトとも遊びに行けたらなと思います。

Q:横浜市内へはどこか遊びに行きましたか。
鎌倉に行きました。
Q:鎌倉は横浜市ではありません。（笑）
え、そうなんですか！知らなかったー！質問「神奈川県でどこ行きました？」に訂正しておいてください。（笑）
Q:20番って自分で決めたの？？
今までこだわりがあったのか、なかったのか……ずっと14番でしたが、
今回は全部捨てて心機一転ってことで空いていた「20」をつけさせていただくことになりました。
Q:新しい職場はいかがですか？
私の勤める株式会社シー・アイ・シーでは害虫駆除のほかに空気測定もしていて主に測定後の報告書を作るサポートをしてます。
今までも経理の仕事をしていたので、資料作成は得意な方だと思います。
Q:会社でのコミュニケーションは？
皆さん検査等で外出している方が多いので会社に残っている人はあまり多くないんです。
黙 と々作業をする感じです。雑務をやったり、夕方に外出している方々が戻られたらお話をしたりしています。
Q：今シーズンの目標をお聞かせください。
私が2部を経験したことがない分、開幕してからも足りないところを詰める部分は詰めて、
自分なりに今までの経験をチームに落とし込んで1部昇格に対して貢献できるように頑張りたいです。

YURIA副キャプテン 小原由梨愛

NANA

8
副キャプテン 宮下七海

もう負けるのは嫌だ

Q：初の副キャプテン！これまで経験は？
あります。横須賀シーガルズ（以下=横須賀）時代はミク（4中居）がキャプテン、私が副キャプテン。
けれど年上の人がいる中では初めて！
Q：どうやって伝えられたのですか？
最初は絵美さん（7山本）から伝えられました。発表の前日、絵美さんに「明日練習前早く来れる？話し
たい事あるんだけど」って言われて、「私なんかやらかした？！」「絶対怒られる」って思った。すぐにミク
とハル（1出口）にLINEして「うち最近なんかやらかしてた？」って聞きました。（笑）それで次の日行った
ら副キャプテンのことで、「あーよかったー！」「そっちかー！」って。「副キャプテン任されてよかっ
たー！」よりも「怒られなくてよかったー！」ってほっとした気持ちの方が大きかったです。（笑）
Q：副キャプテンに就任して何か変化はありましたか？
自分の意識は変わったかな。プラスなことをいっぱい言おうと思うようになりました。下の年代も増え
たし同年代も多いから、プラスの発言でみんながポジティブになるように。もともとポジティブなんで
もっとポジティブに。（笑）私、性格が男っぽいから落ち込むよりも「やってやろう」って思うのですが、
年下の子たちもそんな風になるといいなって。まだまだ自分も下だけど。まだ若手組に入れてもらえる
ので。まあ絵美さんや景子さん（5田中）たちは高校生の時からずっとから見ていた先輩だからそこが
いる限りずっと若手ですね。（笑）でも今年24歳になるしずっと若手だからと甘えてはいられないです。
Q:宮下選手から見た「シーガルズの良さ」って何ですか。
やっぱり1部を経験した選手が多く入ってきたことでしょうか。プレーを見ていてもいろいろ勉強にな
ります。
発足当初はほぼ横須賀出身者で、高校生ばっかりでした。同い年と1個下が10人くらいいて、「あの子
たちを育てなきゃいけない」って吉田瑞季さん（2017年在籍）たちが教育係みたいになってくれてそこ
から始めてくれました。今までいた先輩たちが本当に優しかった。それがシーガルズなんです！上から
下までみんながファミリーで。人がたくさん変わって、伝えることが難しい部分も出てきたけれど、年下
の選手たちが増えた今、私がその選手たちと積極的にコミュニケーションをとることでシーガルズの
良さを伝えたい。横須賀出身者も減ったから伝えられる人も少ないけど横須賀出身者としては「シー
ガルズらしさ」を残していきたい。いずれはみんな引退するときがくるけれど、それでもシーガルズはこ
ういうチームのままでいてほしい。私は他のチームを見たことないからわからないけど、今もみんな仲
が良いしシーガルズらしさも残っているのかなと。新しい選手たちの良さとシーガルズらしさをうまく
掛け合わせていければいいと思います。
Q:チームとして課題はありますか？
……いっぱいある。最後の勝負強さ。去年足りなかったところ。内容では勝てても負けてしまう。そうい
うのは嫌だ。本当負けるのはもう嫌だよね。
Q:個人としての目標はありますか？
とにかく毎日毎日うまくなること。へたくそだから、めちゃめちゃ練習して誰よりも練習しようって思って
います。「これ」って絞るのではなく「全部」。自分がもっとうまくなればチームももっと良くなる。って、み
んなで思えたらいい。チームのためもそうだけど、チームって結局は個人の集まりだから。本当に自分
に矢印を向けてめちゃめちゃ練習してみんなでうまくなれば結果的に・・・って今（副キャプテン）っぽ
いこと言ってるよね？（笑）細かい目標もあるけれど、とにかくうまくなって苦手なことを少しでも無くし
たいと思います。
Q:「横浜FCシーガルズ」が発足して7年目です。その頃と比べて何が変わりましたか？
やっぱり環境ですね。私たちは高校生でしたが、その頃の先輩たちは仕事してから夜に練習。家に帰

るのも23時すぎ。また朝から仕事で本当に大変そうでした。公式戦の後に仕事行ってる人もいたし、そ
ういうのを見ていると大変そうだなって思っていました。それに比べると練習も朝からになり、勤務時
間も調整していただいたり、良い環境を提供していただいて感謝しています。
そして、なによりもサポーターが増えたのが超嬉しい。最初は保護者と今でも来ていただいているサ
ポーターの方 5々人くらい。知っているサポーターさんたちも増えたし、昨年の入替戦なんてめちゃめ
ちゃ人がいて、本当に嬉しかった。入場時の雰囲気や点が入ったときの一体感などこちらもテンション
が上がります。
監督やチームのメンバーが変わっていくことで求められるサッカーの質も上がっていきました。自分が
高校生で入ったときは今よりもできないことがたくさんあって、ボールもちゃんと蹴れていなかった。け
れどその時はその時でなんとかなる部分もあったけど、レベルが上がることでできないことを毎年コツ
コツ減らしていってなんとか生き残っています。（笑）
Q:社会人としても１年が経ちましたが職場はどんな感じですか？
めっちゃ、OLしてます。（株式会社フォーライフで勤務）
大学時代のアルバイトから社員にしていただいた会社で、期間は長いので昔からいる人みたいになっ
ています。（笑）入社から1年が経って自分の担当も増えたし責任をもってやらないといけないことも増
えました。選手としてというよりも一社会人として接してくれる。けれどサッカーのことは配慮してくれ
る。だからサッカーも仕事も全力でやろうって思います。フォーライフは2018年にクラブのスポンサー
にもなっていただきました。
Q：今シーズンのチームとしての目標と注目してほしいところを教えてください。
もちろんそれは「1部昇格」ですが、そんなに甘くはないので、自分たちが思っている以上にぜったい簡
単にはいかせてくれないと思います。昨年2位だったことで対策もされるだろうし、なでしこリーグ自体
のレベルも年々上がっているから昨年と同じことをしていたら昨年以下の成績になると思います。過
去1部へ昇格しているチームはシーズンで2敗くらいしかしていない。それくらいやらないと昇格でき
ない。伊賀FCをはじめC大阪堺やF日体大も
年間でほとんど負けていない。とにかくぶっち
ぎりでした。それくらい圧倒しないと昇格はで
きないと思います。だから、全部勝たないとっ
て思う。1個も落とせないです。
Q:応援してくれる方 に々一言。
今年も応援をよろしくお願いします！皆さん
で会場に来てください。みんながんばるの
で、必死にやっている姿を見に来てくださ
い！今シーズンはユニフォームも水色にな
りました。スタンドを水色に染めてください！
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Profile

宮下七海（みやしたななみ）/DF
1995年6月28日生（23歳）
前所属チーム：
横須賀シーガルズ（2012）

今シーズン9名の新加入選手が加入！
彼女たちの素顔をちょっとだけご紹介♪

教えて！
①こうやって呼んでほしい
②サッカーに関しての自分の武器
③実は○○なんです

新加入さん

いらっし
ゃい

15FW
瀨川 邑那
Yuna Segawa

①ゆうな
②フィジカル、ヘディング
③くまのぬいぐるみと寝てる

24MF
久永 望生
Mio Hisanaga

①みお
②スピード
③甘えん坊

22DF
長嶋 洸
Hikari Nagashima

①ひかり
②キックの精度
③動物大好き

31GK
越後 希波
Kinami Echigo

①きぃー
②思い切ったプレー
③照れ屋

20DF
小原 由梨愛
Yuria Obara

①ハーマイオニー
②スピード
③泣き虫

17DF
坂本 理保
Riho Sakamoto

①ぽー
②予測
③出生地は横浜です!

21GK
望月 ありさ
Arisa Mochizuki

①モチ
②高さ、声
③実は少しだけピアノひける

23DF
小田川 真奈
Mana Odagawa

①まな
②ヘディング
③めんどくさがり

26MF
小林 ひなた
Hinata Kobayashi

①ひな
②両足関係なく蹴れること
③負けず嫌い


