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Q：二人は同じ職場（医療法人横浜柏堤会）
ですね。
平川：同じ柏堤会ですが、働いている部署が
違って私はTMG本部で働いています。
久永：私は医事課です。診療の受付やお会計
を行っている部署です。
平川：さらささん（19 中川）が健康運動指導士
をしているのですが、私は主にそのサポートな
どを行っています。
Q：久永選手は社会人になって間もないです
が、仕事は慣れてきましたか。
久永：慣れてきました。私の働く医事課は、カ
ルテなどを全部チェックして間違いがないよう
にしないといけない場所で、健康診断とか色々
な受付があるので覚えることがまだまだたくさ
んあって大変です。スムーズに診療できるかは
医事課にかかっているんです(笑)。職場の先
輩方が優しいので分からないことは聞いて教
えてもらっています。大きい病院なので患者さ
んがすごく多いので忙しい場所です。
平川：昨年まで同じ部署に石原愛海（2018引
退）がいました。辞めるってなったときはめちゃ
めちゃ泣きました(笑)。愛海さんが辞めてから
数カ月は分からないことが多すぎて色々相談
に乗ってもらっていました。仕事は大変だけれ
どなんといっても本当に職場の方々が優しい
ので……。
久永：あとは自分自身ですよね。頑張るしかな
いですよね。仕事がうまくできたときは楽しい
です。忙しいときは13時から17時過ぎくらいま
でお会計の列が途切れなくて大変でした(笑)。
 

Q：寮での生活はどんな感じなんですか？
久永：みお、まだ杏奈さんの家の中見たことな
いです。
平川：私もみおん家行ったことない。
Q：みんなよく行き来しているのかと思ってい
ました。
平川：みおと真奈(23 小田川）は部屋が隣なん
です。
久永：自分は結構、真奈の部屋いくんですよ。
あんまり一人好きじゃないんですよ。けど真奈
は結構一人大丈夫だから……いつも自分が
押しかけています(笑)。
Q：ごはんとか部屋で一緒に食べたりしない
の？
久永：自分は全然ないです。
平川：昨年はよくゆっきー(18 須恵)と千賀さ
ん(13 上津原）とさらささんと家で鍋したり、タ
コパも一回したかな。
久永：みおもしたい。しましょ～。
Q：そういうときって誰の家で開催されるの？
平川：日によってそれぞれでした。自分たちの
家にスタジアム名つけてて、千賀さんは「うえ
つはランド」・・・とか。LINEで今日「うえつはラ
ンド集合で。」みたいな(笑)。部屋がきれいかど
うかは「本日のピッチコンディション良好で
す」って感じで報告します(笑)。
Q：平川家は良好ですか？
平川：うちは結構良好です。自分の家、緑色の
ラグなんで「良芝」です。
久永：杏奈さんちいきたいなー。
平川： （私も）みおん家いきたい。なかなかい
いって噂を聞いているんで！

久永：そんなことないですよ(笑)。間取りはみん
な一緒なのに人によって全然違いますよね。
平川：こんなにも人によって変わるんだーって
思う。
久永：千賀さんちの部屋が勉強机あって、本
棚があって大学生みたいでいいなーって思う。
Q：インテリアの色などこだわりは？
平川：自分結構カラフルになってしまっていま
す。カーテンオレンジ系で、ラグが緑で明るめ
です。
久永：自分は白と茶色。テレビ台とか棚とかソ
ファーとかは白とグレーで、カーペットとかは
茶色系。お母さんが全部選んでくれました。
(笑)
平川：最初が肝心だよね。
Q：ずっと寮生活？
久永：自分は中学校から寮で、だから本当
に・・・・一人がさびしくて(泣)。友達とか近くに
いれば居候したくなります。実家は三重県なの
でなかなか帰れないんです。
平川：自分千葉なんでめっちゃ帰ります(笑)。
久永：自分も関東に実家があったら絶対毎週
帰ってる。
Q：少しサッカーの話を。前半が終了して現
在6位です。
久永：とにかく勝つしかないですよね。
平川：みおは前半戦いっぱい点とったね。3試
合連続。
久永：でもなんか・・・個人的には全部の点が
自分の1個前のプレーですごくいいボールをく
れて、最後決めるだけの状況を作ってくれたの
で、ただゴールに導かれたというか(笑)。だから

もっともっと（自分で局面を生み出せるように
も）頑張らないとなって。（点がとれたのは）嬉
しいけど、まだまだです。
平川：自分は、点を取りたいです。
久永：リーグ戦（第4節 大和S戦）ですよね。
平川：リーグ戦初ゴールは嬉しかった。
久永：私もリーグ戦で点が取りたいです。だか
ら頑張りたいです。とりあえず試合に出られた
ら何かしら勝利に貢献できるプレーをしたい
です。
Q最後に応援してくれる方々に一言お願いし
ます。
平川：後半戦勝利を重ねられるように一緒に
頑張りましょう！
久永：サポーターの皆さんの応援に負けないく
らい熱くピッチで全力で戦ってみんなで笑って
勝利できるように頑張ります！
Q：ありがとうございました。
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久永　望生（ひさなが みお）
2000年4月12日生
前所属チーム：
日ノ本学園高等学校（2019）
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平川　杏奈（ひらかわ あんな）
1999年11月9日生
前所属チーム：
修徳高等学校（2018）
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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！！

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

２０１９ ＳＥＡＳＯＮ ＮＨＫ ＳＰＲＩＮＧ ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＦＣ ＳＥＡＧＵＬＬＳ

選手に聞きました！「愛とお金どっちが大事！？」
1
GK

出口 春奈

お金・生きれないから

2
DF

高村 ちさと

お金。愛だけじゃ
どーにもならない

3
DF

藤井 菜穂

お金
愛を買えそう

4
DF

中居 未来

「愛」
お金で買えないから

5
MF

田中 景子

「愛」
必ず最後に愛は勝つ。

6
MF

橘　麗衣

どっちも！

7
MF

山本 絵美

愛。理由は人にたくさん
助けられてきたから

8
DF

宮下 七海

愛。そんな気がする

9
FW

髙橋 美夕紀

愛　愛されて育った。
受けた愛は一生心に刻まれる。

11
FW

平川 杏奈

お金がないと
できないことがたくさんある

13
MF

上津原 千賀

愛

14
DF

大島 瑞稀

「愛」があれば
何でもできる♡

15
FW

瀨川 邑那

「愛」
プライスレス✨

16
MF

小須田 璃菜

「愛」
愛情を受けて育ったから

17
DF

坂本 理保

お金。何とかなる。笑

18
MF

須恵 裕貴子

「愛」
愛は強い

19
MF

中川 さらさ

愛だけど、両方。

20
DF

小原 由梨愛

お金/老後を考えたとき
やっぱりお金が必要だから

21
GK

望月 ありさ

お金!!なかったら
死んじゃう!

22
DF

長嶋　洸

お金。他人の愛は
信じられない

24
MF

久永 望生

愛：お金は寂しいから

25
FW

長沢 菜月

お金　生きていくため

26
MF

小林 ひなた

「愛」
愛があれば豊かになる

27
MF

島田 綾子

両方ないとやっぱりね

28
MF

平國 瑞希

愛♡愛があれば
なんでもできる♡

31
GK

越後 希波

愛、お金が
なくても幸せなら

23
DF

小田川 真奈

愛。お金では
買えないから

詳しいプロフィール

GAME SCHEDULE

第12節

9 15:00
KICK OFF15

ＡＳハリマアルビオンVS

横浜市三ツ沢公園陸上競技場at

SUN

第13節

9 16:00
KICK OFF21

ちふれＡＳエルフェン埼玉VS

横浜市三ツ沢公園陸上競技場at

SAT

第15節

10 13:00
KICK OFF5

オルカ鴨川ＦＣVS

日産フィールド小机at

SAT

第17節

10 13:00
KICK OFF19

愛媛ＦＣレディースVS

日産フィールド小机at

SAT

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

FOLLO
W

ME!
最新情報は
こちら

@yfcseagulls @yfcseagulls@yokohamafcseagulls

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

受付期間 2019年9月21日（土）ちふれ戦まで

藤松産業株式会社は、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズを応援しています。
045-363-6879
住所：神奈川県横浜市旭区さちが丘１９－１

横浜市旭区で50年。土地探しからアフターまで一貫対応
「後悔しない家づくり」をご提案致します！

お気軽にお問い合わせください。



戸塚共立メディカルグループピンクリボンマッチ開催記念

ピンクリボン運動って？

特集

乳がんは女性がんのトップです
ピンクリボン運動とは、乳がんの正しい知識を広め、「乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝え

る」ことで、その結果乳がんから引き起こされる悲しみから一人でも多くの人を守る世界規模で行われる乳がん

検診啓発キャンペーンです。

いまや、日本人女性の11人に1人が乳がんにかかると言われる時代。壮年期(30～64歳)の女性のがん死亡原因

のトップが乳がんです。乳がんにかかる日本女性は年々増加傾向にあり、2013年には乳がんで亡くなる女性が 

1万3000人にものぼりました。乳がんの発生は20代からみとめられ、30代後半から急激に増加し、40代後半から

50代前半にピークを迎えます。つまり、女性が家庭や職場で最も活躍する年代に多いのです。しかし乳がん検

診を受けている人は3人に1人なのが現状です。乳がんは早期発見であれば死に至ることはほとんどなく、90％

が治癒します。しかし、自分で「何か変だな？」と感じたときにはすでにがんが進行し、命の危険にさらされること

も少なくありません。早期発見のためには、定期的な検診が重要です。年に一度は乳がん検診を受診して、健

康な毎日を送りましょう。

ニッパツ横浜ＦＣシーガルズでは、今シーズンも医療法人横浜柏堤会ご協力のもと「ピンクリボンマッチ」を開

催しております。多くのお客様に「ピンクリボン活動」を知っていただくため、選手全員で啓発活動を行います。

早期
発見

早期
治療

早期
診断

2019明治安田生命J2リーグ 第32節
同日開催!!

18:00 KICK OFF
ニッパツ三ツ沢球技場

大宮アルディージャ
横浜ＦＣVS

当日のイベント

第12節

横浜市三ツ沢公園陸上競技場

9 15:00
KICK OFF15 SUN

入場無料

ＡＳハリマアルビオンVS

VS

ブースでクイズに答えていただいた先着400名様に「横浜ＦＣ・ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ選手サイン
グッズ」などが当たる抽選会を実施！（ブースにて13:30～整理券配布）どなたでもご参加いただける「白
衣体験コーナー」などもございます。ブースに来てピンクリボン運動への理解を深めましょう。

戸塚共立メディカルグループピンクリボンマッチ」
乳がん検診啓発キャンペーン特設ブース

ウォーミングアップ時に、選手達がスタンドへ向かってサイン入りピンクボールを投げ込みます！

選手サイン入りピンクボール投げ入れ

ユニ・ケアー株式会社による日用品特売ブース！売上の一部が公益財団法人ピンクリボンかながわ
へ寄付されます。

ユニ・チャーム特売ブース

戸塚密着型シンガーソングライター「kaho*」ミニライブハーフタイム

戸塚共立メディカルグループピンクリボンマッチ限定クリアファイルを先着500名様に
プレゼントします。

来場者プレゼント「オリジナルクリアファイル」プレゼント！

戸塚共立メディカルグループ

ピンクリボンマッチ
戸塚共立メディカルグループ

ピンクリボンマッチ
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Ｑ：加入して2年目のシーズンですが昨シーズンとの変化はあり
ますか？
昨年に比べると、できることが増えてきて、プレーの幅が少しず
つ広がってきている実感があります。まだまだ課題だらけです
が、昨年より試合に出させてもらっている分、さらに成長しなが
ら結果に繋げていかなければと思っています。
Ｑ：普段サッカーのためにしていること。
疲労回復の部分はめっちゃこだわっています。無駄にケアグッ
ズはあるし。(笑)いろんなケアの方法に手を付けて何が自分に
一番合っているのかをまだ手探り状態だけど探しています。一
日一日全力でやり切って毎日リセットした状態で次の日に臨み
たいから、みんなもやっているとは思うけどケアにかける時間は
長いと思うし本当に100％で毎日やりたいから……睡眠時間も
人より長いと思います。21時にはベッドに入って22時には寝てい
ます。後は毎日交代浴はしてるかな。
Ｑ：髙橋選手はあまり怪我をしないイメージです。
大きなけがはしたことないかな。地味なのはよくあるけれど
……丈夫に産んでくれた両親とトレーナーさんのおかげです。
いつもありがとうございます！！！
Ｑ：シーガルズに決めた理由
2部でやってみたかった。1部で試合に出れていなかったことも
あったし、試合に出てもっともっと成長したかったのと、何より

大好きなサッカーを楽しみたいという思いがありました。あとは
このクラブが一番知り合いが多かったのが一番大きな理由で
す。自分の性格的に本当に人見知りだから新しいところだと馴
染むまで時間がかかってしまうので。あとは練習参加の雰囲気
がとても良かった。2日間参加したのですが、1日目が走りで
(笑)。この世で走りが一番嫌い(笑)。けどすごいみんなで頑張ろ
うっていう雰囲気がすごく好きだった。ウェルカム感がすごかっ
た。その時から自分としてはこのチームがいいって思っていまし
た。
Ｑ：最近面白いことありました？
えー。面白いことってなにー(笑)ホント毎日面白いし毎日しょう
もないことで笑ってる気がする。日々毎日面白い人たちが周りに
いるので、常に笑ってます。(笑)
Ｑ：後半戦、意気込み・目標・チームにどう貢献する？
やっぱりＦＷは結果がすべてというかそこが求められるので、前
半戦の課題だった追加点をＦＷが取ってチームに良い波を起こ
したい。やっぱ得点、でもアシストもできるようになりたいしい
ろんなことできるようになりたいし、守備でも・・・もう全部で貢
献したい！
Ｑ：最後に応援してくれる方々へ一言
後半開幕戦でしっかり勝ってそこからいい流れを作って全勝す
るつもりで頑張りますので応援よろしくお願いします。
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が、昨年より試合に出させてもらっている分、さらに成長しなが
ら結果に繋げていかなければと思っています。
Ｑ：普段サッカーのためにしていること。
疲労回復の部分はめっちゃこだわっています。無駄にケアグッ
ズはあるし。(笑)いろんなケアの方法に手を付けて何が自分に
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日一日全力でやり切って毎日リセットした状態で次の日に臨み
たいから、みんなもやっているとは思うけどケアにかける時間は
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Ｑ：シーガルズに決めた理由
2部でやってみたかった。1部で試合に出れていなかったことも
あったし、試合に出てもっともっと成長したかったのと、何より

大好きなサッカーを楽しみたいという思いがありました。あとは
このクラブが一番知り合いが多かったのが一番大きな理由で
す。自分の性格的に本当に人見知りだから新しいところだと馴
染むまで時間がかかってしまうので。あとは練習参加の雰囲気
がとても良かった。2日間参加したのですが、1日目が走りで
(笑)。この世で走りが一番嫌い(笑)。けどすごいみんなで頑張ろ
うっていう雰囲気がすごく好きだった。ウェルカム感がすごかっ
た。その時から自分としてはこのチームがいいって思っていまし
た。
Ｑ：最近面白いことありました？
えー。面白いことってなにー(笑)ホント毎日面白いし毎日しょう
もないことで笑ってる気がする。日々毎日面白い人たちが周りに
いるので、常に笑ってます。(笑)
Ｑ：後半戦、意気込み・目標・チームにどう貢献する？
やっぱりＦＷは結果がすべてというかそこが求められるので、前
半戦の課題だった追加点をＦＷが取ってチームに良い波を起こ
したい。やっぱ得点、でもアシストもできるようになりたいしい
ろんなことできるようになりたいし、守備でも・・・もう全部で貢
献したい！
Ｑ：最後に応援してくれる方々へ一言
後半開幕戦でしっかり勝ってそこからいい流れを作って全勝す
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PICKUP

Profile

髙橋 美夕紀（たかはし みゆき）
1993年10月7日生
前所属チーム：アルビレックス新潟レディース（2017）

ＦＷ
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CHIKA上津原 千賀

Ｑ：加入して2年目のシーズンですが昨シーズンとの変化は？
一番変わったことは今までやってきたことのないサイドハーフ
をやるようになったことです。（今まではボランチ）サイドハー
フで公式戦に長期間出るのは初めてなので新鮮な感覚です。
そのおかげで今までとは違う新しい視点からゲーム全体を見
れるようになったし、それが今までやってきたポジションにも
生かされると思います。あと昨年と変わったことは新加入選
手の中にも大卒とは別でいろんな場所から入ってきた人たち
が多くて選手の特徴や立場だったりを見たり聞いたり一緒に
サッカーできるのは昨年より面白いと思う。
Ｑ：ポジションの変化で苦労したことはありますか？
足が遅くサイドのポジションもほとんどやったことがなかった
ので自分の短所を隠しつつ馴染めるかはすごく考えました。
Ｑ：後半戦の目標は？
今まだ順位が下なので1試合ずつしっかり勝っていかなくては
いけません。そこはぶらさずチームの一人一人が勝つために何
をするかを考えないといけないと思います。個人としては試合
に出て点を取りたい。試合に出て貢献できればなと思います。

Ｑ：チームメイトへ一言
みんな面白くてだいすき。(笑)
Ｑ：応援してくれる方々へ一言
どんどんリーグ戦が終盤に向けて大事な試合が増えてくると
思うので後半戦もより一層熱いご声援をよろしくお願いしま
す。
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観戦
チケット
発売中!

販売価格：
¥1,800

（税込）

「2019ユニフォームテディベア」
1回   ¥300
4回 ¥1,000 全27種

シーガル釣り第２弾!「2019シーズンプレイヤーズ缶バッジ」

831
販売開始！

915
販売開始！

GOODS


