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突然ですが、サッカーをしていなかったら何をしていた
と思いますか。
高　村　音楽の世界に行きたかったです。歌うこと

も演奏することも好きなので。
小須田　じゃあ、引退したら音楽活動始めるんだ

ね。
高　村　似合わないけど、強いて言うならジャズと

かかな～（冗談）
小須田選手は？
小須田　私は海外でボランティア活動がしたかった

です。
高　村　すごっ。
小須田　高校生のときにふと思いました。アフリカ

系の国とかで。
では、サッカーを始めたきっかけは？
高　村　姉が３人いて、全員サッカーをやっていた

んです（実は母も）。その影響です。本格的
に始めたのは小2の頃ですが、それまでは
姉たちの練習について行っては、ボールを
蹴ったりしていました。

小須田　私も兄の影響でサッカーを始めました。
幼い頃は男の子たちと混ざってやるのは大変ではな
かった？
小須田　特に意識していなかったです。気づいたら

必死にボール追いかけていました。

高　村　小学生の頃、私のチームでは女子が多く
て、既に女子のチームができていました。
中学では男子の部活に入りながら、女子
のクラブチームに通っていました。

そして今では女子サッカー選手です。改めて女子サッ
カーの魅力は？
高　村　男子と違うのは、サポーターとの距離が近

いことですかね！皆さんの声援もしっかり
聞こえていますし、顔まで見えています（視
力が良いだけかも）。

小須田　最後までひたむきに努力してプレーしてい
るところが魅力だと思います。

高　村　素晴らしいっ！（拍手）
小須田　 プレーの強度や技術などは男子には劣り

ますが、チームでひとつとなって公式戦の
勝利をみんなで喜び合う瞬間が何よりも
嬉しいですね。

高　村　嬉しいときや楽しいときばかりではありま
せん。午前中に練習して午後は勤務という
形態に慣れるまでは、色 と々苦労すること
もありました。そういった環境の中でもプ
レーしているところは魅力というか、女子
サッカーならではですよね。

そんなおふたりも、なでしこリーグ通算100試合出場を
達成しましたね。おめでとうございます。
高　村　出場達成した試合（8/9Ｆ日体大戦）のとき

には把握してなかったんですよ。こすに
「ちーもそろそろ（100試合出場達成）じゃ
ない？」と言われて、調べてみたらその日で
した（笑）

小須田　驚いたよね（笑）その日は、私の100試合出
場達成のセレモニー[※小須田選手が100
試合出場達成したのは昨季最終節の大
和戦（2019.10.26）]があって、ちーも得点

を決めて勝利して、「私の100試合を祝福
するゴールをありがとう」と言っていたら、
自分のためのゴールだったんだね（笑）

高　村　だから知らなかったんだって！（笑）
小須田　持ってるね～
実際に100試合出場を達成してみて、今の想いをお聞
かせ下さい。
小須田　私は怪我で試合に出られない時期が続い

たので、達成できて非常に感慨深いです。
高　村　私も怪我に悩まされた時期もありましたの

で、素直にすごく嬉しかったです。また新
たな目標を立てることができます。

なでしこデビューした当時、100試合達成というイメー
ジは湧いていましたか。
小須田、高村　わいてないですね～
高　村　まだ高校生だったので、まさかこんな日が

来るなんて思ってもいませんでした。
100試合達成された中で最も印象に残っている試合
は？
小須田　やっぱ入替戦かな～
高　村　私も～
小須田　でもそれリーグ戦ではないですよね（笑）
高　村　そっか。皇后杯とかカップ戦は入ってない

のか。
小須田　それなら、入替戦出場を決めたスフィーダ

戦（2018シーズン最終節）ですね！
高　村　あ～私その試合出てなかった～
小須田　入替戦出場枠がかなり混戦で、勝つしか

私たちには道が残されていなかったので。
高　村　でもやっぱり入替戦の印象は強烈だよね～
小須田　あの試合は忘れないね（笑）
高　村　じゃあ、私はこないだの点を決めた100試

合目ですかね～
小須田　じゃあって（笑）

高　村　メモリアルだし！今後も忘れられない試合
になるさ！

今季、ここまでリーグ戦を終えてみてどうですか。
小須田　ちょっとまだ噛み合わない部分もあり、もど

かしいですが、チーム全体でやろうとして
いることは少しずつ形になってきていて、
こないだの日体大戦はそれが上手く噛み
合った試合だったと思います。

高　村　もっとああいった試合を増やしていきたい
ですね。

今後の目標をお聞かせ下さい。
高　村　一戦一戦大事にして、日々のトレーニング

からしっかり取り組み、順位を上げていけ
たらと思います。

小須田　優勝という今季開幕当初から掲げている
目標に向けてチーム全体で頑張っていき
ますし、個人的には点を決めたいと思って
います（インタビューは得点した大和戦前
に実施）。

改めまして、なでしこリーグ100試合出場達成おめでと
うございます。今後も期待しています！！
高村、小須田　ありがとうございました！

16 RINA2 CHISATOたかむら ちさと
DF/1995年6月10日
前所属：アルビレックス新潟レディース

高村 ちさと
こすだ りな

ＭＦ/1996年2月11日
前所属：アルビレックス新潟レディース

小須田璃菜

https://yfcseagulls.thebase.in/

小須田選手
100試合出場達成

申し込み受付
記念グッズ

23：59まで
8 29（土）

100祝 なでしこリーグ通算      試合出場達成

8/20放送 エフエム戸塚（83.7MHz）にて電話取材という形で
インタビューしていただいたものを一部抜粋しております。



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。
一番の変化はポジションですかね。サイドという点は
変わりませんが、昨シーズンよりも前目のポジション
でプレーすることが多くなりました。

チームとしては何かありますか。
昨シーズン私が加入したときは、新加入選手が９人
いて結構メンバーが変わった年だったと思うので、そ
れに比べれば、大きな変化もなくチーム全体の基盤
作り、スタートはしやすかった年だと思います。

シーズン序盤はコロナでチーム活動ができない時
期が続きましたね。
そうですね～。異例の状況でしたね。誰もが経験した
ことのない分、ある意味新鮮でしたし、私もチームの
みんなも自分を見つめ直す良い時間になったと思い
ます。自主トレーニングも多い中、自分と向き合って
コンディションも上げてこられました。

だいぶイメチェン（長髪をばっさり）されましたね。
特に何かあったというわけではないです。ただただ切
りたかっただけです。（話に）触れても大丈夫なやつ
です（笑）
いろいろ自分でしてみたいことが多かったので、歯の
矯正も今年から始めたんですけど、そういえば最近
ショートにもしてないなぁなんて…
何かしようと決めると、衝動に駆られてそれが、「やら
なきゃいけない」に変わってしまう性格なんです。

ここまでリーグ戦を終えてみての実感と今後の意気
込みをお願いします。
あのとき、ああすればよかったと言うことはいくらでも
できるので、試合をふりかえることはとても大切です
が、後悔しないように、次の試合に向けて一戦一戦
全力で取り組んでいくことが重要だと思います。
得点力不足で勝ちきれない試合が続いています。引
き分けが多いけど、負けていないという点はプラスに
捉えていきたいです。後ろの選手たちが頑張って無

失点に抑えてくれている分、前線も頑張って、私自身
もどんどん得点に絡んでいけるようにしたいです。

最後に応援してくださるサポーターの皆さんへ一言
いつも応援ありがとうございます。
コロナウイルスの影響でリモートマッチになったり、
観客数制限ありでの試合開催が続いたりしています
が、このような状況の中でも、熱く皆さんを楽しませる
ようなサッカーができればと思いますので、引き続き
応援よろしくお願いします！

1990年9月4日生まれ。青森県出身。DF。常盤木学園高等学校を卒業後、2009年にアルビ
レックス新潟レディースに入団。10シーズンにわたり新潟一筋でプレーし、昨シーズンよ
りニッパツ横浜ＦＣシーガルズ加入、1年目から副キャプテンを務める。2010年U-20女子
日本代表として、U-20女子ワールドカップに出場。2014年には女子日本A代表（なでしこ
JAPAN）にも選出され、2014 AFC女子アジアカップにも出場。持ち味のスピードで相手を
抜き去りチャンスを演出。どのポジションにおいても遜色なくプレーできるユーティリティ
さにも注目。ニックネームは、ゆり。YURIA OBARA

PICK UP PLAYER

ニッパツ横浜FCシーガルズ公式YouTubeチャンネルにて
ホームゲーム全試合をLIVE配信予定！
アーカイブから過去の試合も見返せる！ぜひチャンネル登録お願いします。
https://m.youtube.com/channel/UCZt13a3OX24WhQPPYoT-6PQ

かもめいと会員大募集

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

2020 かもめいと
ご入会はこちら

OFFICIAL GOODS
2020オーセンティックユニフォーム 1st

ターコイズ

表 裏 表 裏

ホワイトサイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL

¥16,280（税込）

¥990（税込）

¥990（税込）

¥1,200（税込）

※別途送料で
600円頂戴いたします。

1桁 ¥1,650（税込）
2桁 ¥3,300（税込）

ナンバー加工

モーテルキーホルダー

一部の商品を除き、オンラインショップでも販売中 https://yfcseagulls.thebase.in/

ボールペン  アクロ 300（0.5 極細）

2020 なでしこリーグガイドブック

プレイヤーズ缶バッジ

購入者特典
クリアファイル
プレゼント

¥300（税込）1個

各種

各種

※プレイヤーを選ぶことは
　できませんのでご了承ください

ストライプ スター

シュシュ

2019オーセンティックユニフォーム 1st

¥4,180（税込）¥4,400（税込）

※別途送料で600円頂戴いたします。
1桁 ¥1,650（税込）2桁 ¥3,300（税込）

ナンバー加工

2019ペナント

2020コンフィットTシャツ（ライトブルー）

サイズ:
約９cm

通常サイズ S/M/L/LL こども用サイズ:110/130/150

※ナンバー加工ができません

¥15,980（税込）

¥10,000（税込）
SALE!!

¥1,100（税込）

¥800（税込）

SALE!!

SALE!!

サイズ
W170×H250mm

2019 ユニフォームテディベア

¥1,800（税込）

¥1,200（税込）

¥650（税込） ¥400（税込）

SALE!!

Mフラッグ

タオルマフラー

¥1,290
（税込）

¥2,050（税込）

GAME SCHEDULE

神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

日産フィールド小机

SUN

ASハリマアルビオンvs

15:00 kickoff9.13

SUN 14:00 kickoff9.27

第9節

ちふれASエルフェン埼玉vs第11節

最新情報は
こちらから

@yfcseagulls @yfcseagulls@yokohamafcseagulls


