
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 

O F F I C I A L  C L U B  T O P  P A R T N E R

O F F I C I A L  C L U B  P A R T N E R

DF 高村 ちさと
「貯金」

DF 長嶋 洸
「資格」

DF 中居 未来 
「旅行」

MF 島田 綾子
「体脂肪10%切る」

MF 權野 貴子
「グランピング」

MF 山本 絵美
「ゴルフ」

GK 望月 ありさ
「一部昇格」

Q 教えて ! サッカー以外の 20 2 0 年の目標

N H K  S P R I N G
Y O K O H A M A  F C  S e a g u l l S

2 0 2 0 . 7 . 1 9

FW 髙橋 美夕紀
「高級な鰻が食べたい」

FW平川 杏奈
「語学」

FW内田 美鈴
「英語の勉強」

DF 大島 瑞稀 
「グランピング」

FW瀨川 邑那
「サップ」

MF 小須田 璃菜
「海外旅行」

DF 宮下 七海
「みんなといっぱい遊びたい」

MF 須恵 裕貴子
「ためーず会in韓国をする」

GK 越後 希波
「海外旅行」

DF 小原 由梨愛
「バス旅」

MF 中條 結衣 
「自転車旅」

DF 小田川 真奈 
「バク転してみたい」

MF 久永 望生
「外国の言語を勉強して喋れるようになりたい」

DF 坂本 理保
「ボルダリングをする」

MF 小林 ひなた
「鎌倉への自転車旅」

MF 沖野 るせり
「料理をたくさん覚える」

MF 平國 瑞希
「魚釣り」

DF 山本 珠優 
「美味しいオムライス屋さんを見つけたい。」

か も め い と 会 員 大 募 集

GOODS INFORMATION

ニッパツ横浜FCシーガルズの仲間とい
う意味の造語で、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。2020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！！！

1．2020マグカップ（ＦＰ/ＧＫ・全選手対応）【受注生産】¥1,760
2．2020ペナント  【受注生産】¥1,650
3．2020プレイヤーズタオルマフラー【受注生産】¥2,780
4．2020プレイヤーズフラッグ 【受注生産】¥1,370

かもめいと とは？

受注期限 本日7月19日 23時59分まで

※先着500名
オリジナルグッズ進呈

メルマガ配信
会員限定イベントへの参加券

会員証の発行 ステッカーの発行

審判にボールをお届け!
キックオフセレモニー

そのほか
ファン感謝デーなどにも
ご参加いただけます!!

入場花道

エスコートキッズ

勝利時ハイタッチ!

新年あけましておめでとうございます。
2019年も温かいサポートをありがとうございました。
2020年シーズンこそは、なでしこリーグ一部昇格へ。
厳しい戦いになると思いますが、ともに戦っていただけたらと思います。
そして、シーガルズらしく笑顔あふれる一年となりますように。
今年も一緒に #ガル充 しましょう!!!

 

  

選手直筆メッセージ入り!
グリーティングカードお届け

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

こども会員

年会費 ¥1,000／1口
プレミアム会員

¥100,000／1口年会費

1 2 4
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Arisa Mochizuki

Chisato Takamura

Hikari Nagashima

Miku Nakai

Ayako Shimada

Takako Gonno 

Emi Yamamoto

Nanami Miyashita

Miyuki Takahashi

Anna Hirakaw
a

Misuzu Uchida

Mizuki Oshima

Yuna Segaw
a

Rina Kosuda

Riho Sakamoto

Yukiko Sue

Kinami Echigo

Yuria Obara

Yui Nakajo

Mana Odagaw
a

Mio Hisanaga

Miyuu Yamamoto

Hinata Kobayashi

Ruseri Okino

Mizuki Hirakuni

GK 小暮 千晶
「太らない体になる」

CHIAKI KOGURE

2020 かもめいと
ご入会はこちら

2020プレナスなでしこリーグ2部 ※ホームスタジアムは主に「ニッパツ三ツ沢球技場」、「日産フィールド小机」、「神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場」です。　※2020プレナスなでしこリーグカップは中止となりました。

［長 野 U］
SUN ＡＣ長野18:009.20 vs

［小 机   Ｆ］
SUN Ｆ日体大13:0010.4 vs

sUN Ａハリマ15:009.13 vs ［保土ケ谷］

sUN ちふれ14:009.27 vs ［小 机　Ｆ］

［鴨 陸］
SUN オルカ13:0010.11 vs

［武 蔵 野］
sAT Ｓ世田谷13:0010.24 vs

SAT or sUN 大和Ｓ未定10.17 18or vs ［未 定］

sAT 十文字V14:0010.31 vs ［ニッパツ］

［サンガ Ｓ］
SUN バニーズ13:0011.8 vs

sUN ＡＣ長野13:0011.15 vs ［小 机　Ｆ］

［ＮＡＣＫ］
SUN ちふれ18:008.16 vs

［ゆ と り］
SUN 大和Ｓ17:008.23 vs

［ＮＡＣＫ］
SUN 十文字V16:009.6 vs

sAT Ｓ世田谷16:008.29 vs ［ニッパツ］

［ウインク］
SUN Ａハリマ16:007.26 vs

sUN オルカ15:007.19 vs ［保土ケ谷］

sUN バニーズ16:008.2 vs ［小 机　Ｆ］

sUN Ｆ日体大16:008.9 vs ［ニッパツ］

特別
指定

https://yfcseagulls.thebase.in/オンラインショップ

https://yfcseagulls.thebase.in/
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8年目のシーズンですね。
中居　えー。
宮下　（笑）（笑）
中居　そうなんだ～。8年目なんだ～。
二人がもっとも在籍の長い選手になりましたが、
今のお気持ちを。
中居　あのとき高校生だったからね。
宮下　結局（残ったの）私たちか、ってかんじ。未

来かー。結局未来かーーー。
中居　結局七海か～。
中一から一緒？13年目？人生の半分以上一緒に
過ごしているんですね。
中居　そうだよね。ほぼ毎日一緒にいるし。
宮下　怖いよね。
中居　けど（最終的に残ったのは）「結局ここ

かー」感はあるよね。
宮下　残るべくして残った感はなきにしもあらず

（笑）。
Jr.ユース・ユース時代は同年代もいた中で、2人
はずっと仲良かった？
宮下・中居　仲良かった。
宮下　基本はみんなで仲が良かったけど。OFFの

日は遊んだりしてたよね。映画見に行った
りして。

中居　何本の映画を一緒に見たんだろうね･･･。
（笑）

宮下　横浜行ってたね。新高島に今はなくなっ
ちゃったんだけど、映画館があって。

中居　横浜駅から歩けるところにあったんだよね。
宮下　あと横須賀の練習始まる前にプリクラ撮

りに行ってた。
若手から中堅と呼ばれる世代になりつつあります。
中居　入ったときは高校2年生の冬だったから、

下の下だった。10歳以上離れた人ばかり
だった。今まで一緒にプレーしたこともな
い人たちだった。

宮下　けーさん（田中景子）とかはよく話聞いて
る人って感じだった。歴代の有名な人。

そういう選手たちと一緒にプレーするってどんな
気持ちだった？
中居　うれしい反面、毎日自分が何にもできなす

ぎて、やばいなって思ってプレーしてました。
宮下　ほんと毎日すみません。って思ってたよね。（笑）

中居　学ぶことしかなかったね。
宮下　けーさんとかもそうだけど、シーガルズの

子だからってすっごく優しくしてくれた。
「うちの子！！！」「うちで育った子！！！」み
たいな感じで、大事に扱ってくれたよね。

中居　そうだね。
そういう時代からやってきて、今、これからのシー
ガルズに貢献していきたいと思いますか。
中居　結構年下の子たちも入ってきてるから

引っ張っていかないといけないなっていう
のはある。自分たちが一番長くいる分、
知っていることもその分あるので年下に
限らず伝えないといけないなって気持ち
はあります。

宮下　うんうんうんうん。
中居　今までいた人たちの分も頑張んなきゃっ

て言うのもあるし、なんとしても1部昇格し
たい。

宮下　あと悔しいから今までの人たちよりもいい
結果出したいって言うのもあるよね。(笑)

　　　OGと話していて「一番よかったときはチャ
レンジリーグ昇格したときだよね。」って
なっちゃうのが悔しいときもある。

　　　それから結構経ってるのになって。だか
ら、その中で1部昇格したときに、私と未来
いたらエモくね。

中居　エモいね。
チームの雰囲気を教えてください。
中居　割といい雰囲気でできてると思います。
宮下　練習がハキハキしてる。スタッフも増えた

しね。
中居　やることが明確になった。神さんが4年目

となってで昨年よりももっと定着して洗練
されているイメージです。

その中で今のチームの課題はどんなところだと
思いますか？
宮下　得点力かな？
中居　（FWに頼らず）みんなが点を決められるよ

うになればいいと思う。
自分自身の課題や目標は？
中居　けがしないで試合に貢献すること。
宮下　課題はめちゃめちゃいっぱいあるんでとに

かく頑張って、未来ちゃんに負けないよう

に頑張ります♡
中居　じゃあ自分もいっぱいあるんで七海ちゃん

に負けないように頑張ります！！
毎年とるアンケートに試合のゲン担ぎが「中居と
ハイタッチ」「宮下とハイタッチ」と答えてくれます
が、これはいつからやっているの？？
宮下・中居　　ええーーー（悩）
中居　けどさ、ベイマックス見てからだよね。あれ

は、ベイマックスのまねしてるの。
宮下　だから中学からとかではない！5，6年前か

ら？？（2014年上映）
中居　意外と前だったね。大学2年くらいか。
宮下　はじめたらやめられなくなったね。
中居　今までも何かしらやってたのかしれないけ

ど、きっかけはベイマックス！（笑）
ここからはお互いのことを教えてください。
中居　いいよーー！
宮下　なんでもきいてーーー！（笑）

※2人ともすっごく楽しそう。
それでは13年前を振り返って・・・お互いの第一
印象を教えてください。
宮下　「髪結べ」。（即答）
　　　未来が超ロン毛でヘアバンドもせずに

サッカーしてたから「髪結べ」って思って
た。

中居　七海の印象は「だんご頭」だなー。
今は？？
中居　今は素。空気みたいな存在。ずっと携帯い

じってるときもあるし、爆発的な笑いが生
まれる時もある。

宮下　こんだけ長くいるから、笑いのツボがマジ
で一緒。みんな笑ってないときに2人で
笑ってるときとかよくある。

中居　そうそう。
宮下　しかもそれが腹壊れるくらい面白い。
　　　あ、今の印象は「髪伸ばせ」。（笑）
中居　中2から今の髪型だからそれから12年間

この髪型。
宮下　ショートは変わってないけど切ると毎回

ちょっと変。
中居　徐々に（伸びていく過程で）馴染ませてい

くスタイル。 （ここでも爆笑）

笑いのツボが合う反面、ここは合わないなってと
ころはある？
中居　ある？？
宮下　合わないわけではないけれど、性格は全

然違う。
　　　私がどんなやらかし方しても全部受け止

めてくれるの。
中居　やらかし方がエグい。しかも結構自分に被

害があるんです。（笑）
宮下　気を遣わなすぎて、未来にやっちゃうの。
　　　例えば、遠征の帰りにバスが未来と隣の

席で、私が買ったコーラを開けたらあふ
れちゃって、かかるのいやじゃん？

　　　それでとっさに隣の未来に全部かけた。
未来は怒らないの？
中居　「えーー」ってなって爆笑。
宮下　怒られる前に二人で爆笑。
中居　怒る気持ちの前に爆笑。
宮下　ほんと昔からのびのびやらせてもらって

る。
中居　春奈（出口春奈 2019引退）はそれがだめ

たっだらしい。
宮下　B型（私）とA型（出口）でバッチバチだった

よね。笑
シーガルズ発足8年目に突入して、残していきた
い部分、変わっていかないといけないと思う部分
はありますか。　
中居　昔からチーム全体で仲のいいところはこ

れからも残していきたい。
宮下　みんな家族っていう雰囲気は残していき

たい。入ってくる人が毎年変わっている
し、いい意味で変化は与えてくれている。

　　　キャラ濃くて面白いから毎日笑わせても
らってます。いろいろなプレースタイルの
人がいてたのしいです。

最後に応援してくれる方 に々一言お願いします。
宮下　いつもどこへでも駆けつけてくれて本当に

うれしいです。
中居　いつも応援ありがとうございます。1部昇

格のためにチーム一丸となって戦います。
今シーズンも熱いご声援をよろしくお願
いします。

８年目のふたりが描くシーガルズの近いみらい
ミ ク に は

負 け な い 。

みやした ななみ
DF/1995年6月28日
前所属チーム:横須賀シーガルズ

宮下 七海
なかい みく
DF/1995年6月2日
前所属チーム:横須賀シーガルズ

中居 未来

切 磋 琢 磨 で

こ こ ま で

や っ て き ま し た 。

RINA KOSUDA

5AYAKO SHIMADA

チームの雰囲気はどうですか？ 
元々年齢とか関係なく仲がいいチームだったの
で、それが今年も継続されていると思います。昨
年は自分が1年目であまりわからなかったけど、今
年は2年目という立場からみて新加入選手もすん
なりチームに馴染めている印象です。あまり1年
目だからとか関係なく「あれ、去年もいたっけ？」
的な感じがあります。結構1年目だけで固まって
行動してしまう場合が多いのだと思うけれど、そ
んなこともなくみんな仲がいいです。

キャプテンとしてどのようにチームに貢献してい
きたい？
長野の時もそうだったのですが、自分が先頭に
立って引っ張るようなキャプテンではないので、
みんなが誰かについて行くとかではなく、自分が
引っ張っていくという気持ちでやってもらいたい。
自分は後ろから支えるようなキャプテンになりた
いと長野の時からずっと思っていた。みんなが個
性を出せるようにそれをサポートしていきたい。

横浜FCに決めた理由。
元々関東にいたので戻ってきたかったのもありま
すし、年齢が年齢なので自分が第一線でやるよ
り、今までの自分の経験を還元したいと思ったと

きに、1部だとまだ自分が引っ張る立場になると思
うので、1部ではなく、2部でやりたいと思った。2部
で探すことになったときに、シーガルズが2位で入
替戦で上がった時に自分が全体的に支えられた
ならという気持ちになりました。あとはおばあちゃ
んが横浜に住んでいてゆかりがあったり･･･。
2018シーズンの入替戦を見に行ったときに自分
の中に忘れていたものを思い出させてくれたとい
うか、真摯にサッカーと向き合って、結果云 と々い
うよりもサッカーを純粋に楽しんだり、目の前の
勝負にこだわったりとか、一生懸命やるって年齢
上がってくるとなかなかできなくなってくるので、
（シーガルズの選手たちの）そういう姿をみて刺
激を受けてもう一度頑張りたいと思い移籍を決め
ました。

チームとしてどんなところを見てもらいたい？
新しいことに取り組む中で、誰もが初めての経験
（ポジション的なことも含めて）だったりとかいろ
んなことにチャレンジする姿勢を見てもらえたら
なと思います。その中で結果も求めていきたいし、
もちろん内容も含めて、自分たちが楽しまないと
観ている人たちも楽しめないと思うので、観てい
る人たちも一緒に楽しめるようなサッカーをしたい。

個人の目標を教えてください。
昨年はリーグ戦全試合出させていただいたけれ
ど、なかなかいい結果は出せませんでした。まずは
今年も怪我をせずに全試合に出れるようにした
いです。その中で、（得点などの）目に見える結果
でなくても応援してくれる方々に「やっぱりいなく
ちゃだめだな」と思ってもらえるような存在になれ
るように頑張りたいです。

今のチームの課題は？
もっとチャレンジしてもいいのかなと思います。失
敗を恐れずに、「自分がなにをしたい・どうしたい」
を一人一人が表現できたらいいと思います。 
古巣との対戦もあります。
あまり喜べない状況での対戦なので･･･なんとも
言えないですが、この一年自分がどう成長してこ
れたかっていうのは見てくれると思うので、そこで
良くも悪くも温かく迎えてくれたらなと思います
（笑）。 
最後にサポーターの方々に一言お願いします。
いつも温かいご声援をくださっていて、本当に私
たちの力になっています。今シーズンはその感謝
をプレーで表現して昨シーズンよりも喜べる時
間をもっと増やしたいと思います。

１９９２年７月７日生まれ。Ｂ型。栃木県出身。ＤＦ。常盤木学園高
等学校を卒業後、浦和レッズレデースに加入。１５シーズンよりＡＣ
長野パルセイロ・レディースに移籍、キャプテンを務める。１７シー
ズンには日本女子代表に初選出。１９シーズンよりニッパツ横浜Ｆ
Ｃシーガルズ加入。今シーズンよりキャプテン。安定したカバーリン
グとビルドアップで攻守の要となる。愛猫はノア。ニックネームは、
ぽー・ぽっぽ。RIHO SAKAMOTO

PICK UP PLAYER

Q.サッカーをはじめたきっかけを教えてください。
最初野球がやりたかったのだけれど、お母さんが働い
ていたので、土日はやれなくて、（平日練習のある）サッ
カーを始めました。
Q.仲のいい選手
向こうが仲いいと思っている選手。（笑）私から行くこ
とはあまりなくて「私、綾さんと仲いいです」と言ってく
れている選手と仲がいいです。
基本ウェルカムだけど、今ちょっと違うよって時もあ
る。（笑）一番めんどくさい奴です。（笑）
Q.これから絡んでいきたい新加入選手
ぱせり（るせり）は、若い子独特のキャピキャピしてる感じだ
から今突き放してる（笑）。新加入の子たちはちょいちょい
絡んでいきたいなと思っています。これから。（笑）
Q.OFFの過ごし方
特に決まっていない･･･。基本そんなに外には出ないかも。
けど走るのが好きなので、朝起きて走りたいなと思ったら
走りに行きます。
Q.好きなおにぎりの具
海鮮系･･･。かにマヨとか･･･。コンビニであったらみんなは
あまり買わないやつに惹かれてしまう。（笑）
Q.横浜のおすすめスポット教えて！
大桟橋です！
Q.何しているときが一番幸せ？
･････････わかんない。（笑）
Q.最近気になっているもの・こと・ひと
最近はスケボーが気になっています。
結構前に一度はやっていたけど、自分の
中で移動の時とか「この距離スケボー
だったら楽だな」とか（移動を）全部スケ
ボーに変換してしまう。（笑）

Q.サッカーをはじめたきっかけを教えてください。
兄の影響で始めました。
Q.仲のいい選手
みんなだけど、高村選手、髙橋選手と小原選手と島田選手
と・・・。（笑）
Q.これから絡んでいきたい新加入選手
えー、だれだろう。たかさん！常盤木で学年が被っていなく
て、仲良くしていきたいですね、お世話になりたいと思います。
Q.OFFの過ごし方
映画を見に行くか、家でサッカーを見ています。
前はプレミアリーグ（イングランド）をよく見てたけ
ど最近はリーガ（スペイン）ですね。
Q.好きなおにぎりの具
混ぜ込み系。鶏五目とか。
Q.仕事はどんなことをしているの？
武松商事株式会社で工場の事務の受付をし
ています。
古紙（段ボールとか雑誌）のリサイクル工場です。
あと会社のCSR活動として横浜市の保育園に回っ
て子どもたちにサッカーを教えています。
Q.横浜のおすすめスポット教えて
鎌倉は横浜？？（違います。昨年小原選手も同じこと
いってましたよ。）
みなとみらい！夜景がきれいだった。
Q.何しているときが一番幸せ？
うんとね、猫と戯れているときと保育園の子どもと一緒に遊
んでいるとき。
Q.最近気になっているもの
気になっているというか、バレンタインをきっかけに、最近
またスコーン作りにはまっています。

１９８８年３月２３日生まれ。ＡＢ型。千葉県出身。Ｍ
Ｆ。武蔵丘短期大学を卒業後、ジェフユナイテッド市
原・千葉レディースに加入。その後スフィーダ世田
谷ＦＣを経て２０１８シーズンより加入。２０２０シー
ズンより副キャプテン。巧妙なボールタッチと正確な
ロングキックからゲームをコントロールする。ニック
ネームはあや・あやぱん。

１９９６年２月１１日生まれ。Ａ型。埼玉県出身。ＭＦ。Ｊｒ．
ユース時代は日テレ・メニーナ、ユース時代は常盤木
学園高等学校に在籍。新潟医療福祉大学に進学。在
学中、アルビレックス新潟レディースに移籍しプレー
する。２０１８シーズンよりニッパツ横浜ＦＣシーガル
ズへ加入。体格に引けを取らないフィジカルとボール
奪取で中盤の要となる。ニックネームはこす。

156cm160cm

5:00　起きる　
6:45　クラブハウス到着
8:00　練習開始
10:00　練習終了
11:00　クラブハウス出発⇒帰宅
11:30　帰宅・昼食・お昼寝
13:00　出発
13:30　職場到着
14:00　勤務開始
19:00　勤務終了　
20:00　帰宅・お風呂・ストレッチ
21:00　就寝

MY ROUTINE（1日の流れ）
5:50　 起きる　朝ご飯食る
6:50 　クラブハウス到着
8:00　 練習開始
10:00　練習終了
11:00　クラブハウス出発
　　　 一旦帰宅⇒昼食⇒仕事へ
13:00　職場到着勤務開始
18:30　勤務終了　電車で帰ってきます。
20:30　帰宅・入浴・夕食・寝る
22:00　就寝（日による）

MY ROUTINE（1日の流れ）

朝ご飯はしっかり食べないと動けない派です。お米派です。
自炊頑張ってます。
夜ご飯は職場で仕事終わりにお弁当を作るか、ハレノヒ（東戸塚のお
弁当屋さん）でお弁当買う。

朝ご飯にシリアル・ヨーグルトは絶対食べる。
基本おなかが満たされればなんでもいい。
料理全然しない･･･。けど野菜は必ずとるようにしています。いまは
寒いから野菜スープをいっぱい作って何日か食べます。野菜を
いっぱい切っておいて鍋にぶち込む。やるときはやる!!

Message

Message

①生年
月日

②血液
型

③前所
属チーム

④ニッパ
ツ横浜

FCシー
ガルズに

　決めた
理由

教えて
!

今シーズン５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♪

新加入さん
いらっしゃい ①１９９７年６月３日

②Ｏ型
③神奈川大学
④自分が成長できると
思ったからです。

25 | MIYUU YAMAMOTO | DF

山本 珠優 やまもと みゆう

①１９９３年１２月２４日
②Ａ型
③ＡＳハリマアルビオン
④対戦相手で嫌だった

13 | MISUZU UCHIDA | FW

内田 美鈴 うちだ みすず

①１９９７年１１月１日
②Ｂ型
③早稲田大学
④直感です。

22 | YUI NAKAJO | MF

中條 結衣 なかじょう ゆい

２部から加入。
古巣対決にも
注目

①１９９２年９月２６日
②Ａ型
③オルカ鴨川ＦＣ
④環境を変えて成長し
たいと思った時に、雰囲
気が良く素晴らしい環境
であるシーガルズで、
チームのために貢献した
いと強く思ったからです。

6 | TAKAKO GONNO | MF 

權野 貴子 ごんの たかこ
大卒コンビに
期待大！

高卒
ルーキー

①２００１年８月２４日
②Ａ型
③常盤木学園高等学校
④自分に1番合ってると思っ
たのと、環境が良くチームの
雰囲気も最高だったから。

27 | RUSERI OKINO | MF

沖野 るせり おきの るせり


