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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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Ｑ. ゴールキーパー（以下=ＧＫ）あるあるに
ついて。
出口「ＧＫあるある……。」
望月「日焼けとか？キーパーグローブと半そで
の間だけ焼ける。けど人によるよね。この二人
はインナー着る派だから。」
出口「私はインナー着ているからならない派。」
越後「私も。あとなんだろ……。」
出口「シュート練習でフィールドプレーヤー(以
下=ＦＰ）が気持ちよく決めて、『よし終わろ』っ
てなるから、なんか、イライラする（笑）。」
望月・越後「あーあるある（笑）。」
出口「止めたら終わらないのに、うちらがきれ
いに決められたら『はい、終わり』ってなる。Ｆ
Ｐっていいなって思う。」
望月「自主練とかのシュート練習で入っても、そ
の人が納得するまでなので、『納得する』＝『私た
ちが決められる』だから、こっちは納得して終わり
たいんだけど、あくまでＧＫ目線ではない（笑）。」
Ｑ. なんでキーパーなの？とか聞かれないん
ですか？
望月「動けなかったから。もともとはＦＰだったけ
ど、男子のチームで小４くらいで試合に出られな
くて、つまんないって思ってやめようかなって
思ったんだけど、『ＧＫなら試合に出れるよ』って
なって、背も高かったから始めたことがきっかけ。
けどやっぱりＦＰでやりたいって気持ちはあって、
中学生になって東京都選抜を１回フィールドで
受けて、３次選考くらいで落ちてしまって、けど選
抜には選ばれたかったから冬の再セレクション
でＧＫで受けて受かった。（ＦＰとして）男子では
無理でも女子ならいけるんじゃないか、って思っ
てたけど女子でも厳しかった。趣味程度でＦＰで

続けるか、ＧＫで本気で上を目指すかって悩んだ
時もあったけれど、結果ＧＫで上のレベルを目指
すことを決めてそこからずっとＧＫです。だから最
初は本当にやりたくなかった。できることならFP
でやりたいと思っていた。」
Ｑ. 今は吹っ切れましたか？
望月「いまでもやりたいけど～（笑）。でも動けない！」
Ｑ. 話は変わりますが、皆さん普段どんな仕事
をしているんですか？
望月「報告書作成をしています。（株式会社
シー・アイ・シー勤務）あとは買い出しとか。備
品の管理とか。」
Ｑ. 越後選手は今年から社会人ですね。
越後「大変です……。三ッ輪産業株式会社で
主に事務作業をしています。」
Ｑ. 中居選手と同じ三ッ輪産業ですね。
越後「（中居選手とは）フロアは一緒なんです
が課が違います。」
Ｑ. 出口選手は？（武松商事株式会社勤務）
出口「廃品でまだ使えるものを海外に輸出した
りしています。月5回、市内の幼稚園にサッカー
を教えに巡回指導に行っています。先日、絵美
さん（7山本）が『横浜ＦＣとあそぼう！』でいった
小学校で『横浜ＦＣ知ってる人～？』って聞いた
ら『はるな先生』って答えた子がいたらしく、そ
れが私が行っていた幼稚園の卒業生で……、
この活動が繋がったと感じて嬉しかった。」
Ｑ. 越後選手は、この世で一番嫌いなもの『人
前』だそうですね。
越後「……（無言で頷く）ほんとに苦手なん
です……。」
望月「私はハト。まじ、ハト嫌い。」
出口「私大丈夫だな～。」

越後「今日ハト轢きそうになりました。」
望月「ホントにこわい。」
越後「逃げなくないですか？近くに行っても。」
望月「逃げないハトもいやだけど、近くに行くと
人に向かって飛んでくるのが本当に怖い。」
望月「ディズニーランドに友達といって、ハトに
ビビりすぎて友達とけんかになった。ハトのこと
しか考えてなかったら『ハトといけ』って怒られ
ました。あとは江の島のハトが多すぎて。あと中
華街も……。」
Ｑ. 少し真面目に……チームの様子を教えて
ください。
出口「ＧＫって練習が最初から別メニューだか
らＦＰの雰囲気とか正直わからないんだよね。」
望月「キーパーはキーパーだね。」
出口「練習で神さん（神野監督）が『10対10や
るぞ』って言うけど、『うちら（ＧＫ）入れたら11
対11なのに……（悲）』って言ってるよね。」
越後「昨日もそうでしたよね（笑）。」
Ｑ. ３人と落合ＧＫコーチと４人での練習はど
んな感じなんですか。
望月「和気あいあいとしている？移籍前のチー
ムはピリピリしていたけれど、おちさん（落合
コーチ）のメニューってシンプルなものよりか
は頭使ってやるものが多いから、雰囲気良くで
きるし和むよね。」
出口「FPは、全員でイメージを合わせたり『こう
してほしい』っていうものに合わせることが必要
な部分が多いけれど、ＧＫ同士にそれはないか
な。」
望月「個々だから。試合に出れるのも一人だけ
だし、二人に対してどうしてほしいっていうの
はない。『こうした方がいいよね』ってお互い合

わせてく感じ。」
出口「判断に対して『こうだった方がよかった
かもね』って話したり。」
望月「１つの状況に対して、どの判断が一番最
善策だったかなって話し合う。その人の特徴も
あるし、ここが苦手とか。」
出口「自然と前向きな言葉がけになります。」
Ｑ. 最後に今後の意気込みと応援してくれて
いる方々へ一言お願いします。
越後「思い切ったプレーができるように自分に
自信を持っていきたいです。日々成長しピッチ
で活躍できるような選手になれるように精一
杯頑張りますので応援よろしくお願いします。」
出口「日々の練習から切磋研磨して頑張って
いきたいと思います！熱い声援よろしくお願い
します！」
望月「いつも応援ありがとうございます。これか
らも一戦一戦選手全員で戦い勝ち進めるよう
に頑張るのでこれからも応援よろしくお願いし
ます！」

Profile

出口春奈（でぐちはるな）
1995年4月30日生
前所属チーム：横須賀シーガルズ（2013）

Profile

越後希波（えちごきなみ）
1996年8月22日生
前所属チーム：仙台大学（2019）

Profile

望月ありさ（もちづきありさ）
1994年4月15日生
前所属チーム：AC長野パルセイロ・レディース（2019）
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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

ご入会は
こちら

会員
募集中！！

26
※色はフィールドプレーヤー1stのみとなります。

※1桁/2桁/ネームあり・なしはいずれも同価格となります。

販売価格：
¥4,500＋税

価格：¥3,000＋税

「2019コンフィットＴシャツ1st」 6 1
販売開始！

6 13:00
KICK OFF22

大和シルフィードVS

ニッパツ三ツ沢球技場at

SAT
6 13:00

KICK OFF22
大和シルフィードVS

ニッパツ三ツ沢球技場at

SAT

8 15:30
KICK OFF31

スフィーダ世田谷FCVS

神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場at

SAT

2019 かもめいと会員限定！
オリジナルネーム加工

GOODS

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズを応援するニッパツ横浜ＦＣシーガルズを応援する

GAME SCHEDULE

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

FOLLO
W

ME!
最新情報は
こちら

@yfcseagulls @yfcseagulls@yokohamafcseagulls

HINATA小林　ひなた

―加入して4カ月、チームには慣れましたか？
なれました。チームメイトはすごく優しいし、すごく面白いし、とても楽しいです！
サッカーの事もたくさん教えてもらってて、毎日学ぶことが本当にたくさんで充実
しています！最近1週間が過ぎるのがものすごく早いんですよ……（汗）。
―最近のマイブームが「栄養の勉強」と伺いました。
最近はやっていないですね（笑）。加入した頃から大学入学まで、自炊をするために
勉強をしていました。
けれどいざ始まってみると正直それどころではないです（笑）。
自炊はしています。大学が夜間のため、お弁当を大学にもっていっています。
大学では教育学の勉強をしています。｠
̶大学で友達はできましたか。
できました（嬉）。
―チームがOFFの日はどう過ごしているんですか？
基本学校なんです。だから午前中、寝て、起きて、ちょっとランニングして、掃除し
て、大学に行きます。
̶チームとの両立は大変ではないですか。
高校の時は勉強⇒部活だったので、勉強から1日が始まるからきつかったですが、
今は朝起きて、「お、サッカーじゃん♪」っていうモチベーションで始まるので朝早
くても頑張れます。
―サッカーはいつからはじめたの？
あんまり覚えていないんですが、幼稚園の年中です。
お姉ちゃんがサッカーをやっていてついていきました。

―平川選手とはすごく仲が良く見えますが、高校時代からなんですか？（1学年年上
で同じ修徳高校出身です。）
高校から当たり前の上下関係はありますが、そこまでめちゃくちゃに厳しいわけで
はないので仲のいい人は仲が良かったです。あんなとは帰る方向が同じだったの
で、一緒に帰ったり、ボールを蹴ったりはよくしていました。高校時代から良くして
もらっていましたが、シーガルズに加入してからの方がよく話します。前に一度

『ねぇねぇ』ってついて行った時に、『なに！前はそんなんじゃなかったじゃん！』っ
て言われちゃいました（笑）。
―高校サッカーとの違いは感じますか。
プレーのスピード感や、球際の強さが全然違います。今この環境でプレーしている
と、高校の時は甘かったなとすごく感じます。
―今シーズン同じ高卒の小田川選手、久永選手も加入しましたね。意識はしますか。
もちろんライバルではあるんですが……高校は同じ年代が何十人もいたけれど、
今は3人だから、私たちが一番年下だからこそ頑張っていければチームのために
もなれるのではないかと思います。
―課題や目標はありますか？
課題は、たくさんあって、何っていうよりは全部のレベルを上げていかなくてはい
けないと思っています。自分の目標としてはまずは試合にでることです。
―最後に応援してくれる方に一言お願いします。
カップ戦も再開し、8月からリーグも後半戦に入るので、チームの勝利に貢献でき
るように、一生懸命頑張ります！これからも応援よろしくお願いします！

PICKUP

Profile

小林　ひなた（こばやし ひなた）
2001年2月13日生
前所属チーム：修徳高校女子サッカー部

（2019）
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選手に聞きました！「好きなテレビ番組教えて！」
1
GK

出口 春奈
クイズ番組

2
DF

高村 ちさと
しゃべくり007

3
DF

藤井 菜穂
アメトーーク！

4
DF

中居 未来
やべっちFC

5
MF

田中 景子
チコちゃんに叱られる

6
MF

橘　麗衣
ドキュメンタリー

7
MF

山本 絵美
さんま御殿

8
DF

宮下 七海
プレミアリーグ

9
FW

髙橋 美夕紀
ドラマ、モニタリング

11
FW

平川 杏奈
ドラマ

13
MF

上津原 千賀
しゃべくり007

14
DF

大島 瑞稀
ドラマ

15
FW

瀨川 邑那
イッテQ

16
MF

小須田 璃菜
モニタリング

17
DF

坂本 理保
月曜から夜ふかし、嵐にしやがれ

18
MF

須恵 裕貴子
ドラマ、お笑い番組

19
MF

中川 さらさ
特にありません。

20
DF

小原 由梨愛
八千代コースター

21
GK

望月 ありさ
ダウンタウンなう（ハシゴ酒）

22
DF

長嶋　洸
海外ドラマ

24
MF

久永 望生
志村動物園

25
FW

長沢 菜月
モニタリング

26
MF

小林 ひなた
ちびまる子ちゃん

27
MF

島田 綾子
バラエティ

28
MF

平國 瑞希
韓国ドラマ（恋のゴールドメダル）

31
GK

越後 希波
テラハ

23
DF

小田川 真奈
3年A組

詳しいプロフィール

第7節 入場
無料

第7節 入場
無料

第10節 入場
無料 後半戦、

開幕。

宿題あるよ！！

課題は後日ＨＰにて掲載！

MF


