
おふたりは日体大での同級生なんですね。
長嶋・内田　そうなんです。
長　嶋　（大学の）練習参加のときから会っていた

のでかなり仲良しだったんですよ。
内 　田　大学入る前からだね～
大学時代の思い出はありますか？
長　嶋　日頃からワイワイやっていましたね。勉強

面では美鈴にいろいろと助けてもらってま
した(笑)

内 　田　毎日楽しかったですね～
長　嶋　サッカー面ではお互い色々苦労したからね

～だから今結果残したりすると嬉しいし、
美鈴が点決めたらめっちゃ喜びますね(笑)

内 　田　洸もそうですけど、（洸の）お母さんもすご
いよね(笑)

長　嶋　試合とか見に来てなくても、「美鈴決めた
ね！！！」って連絡来ます(笑)

内 　田　嬉しいことですね～
やはりホーム日体大戦（8/9）のときは思い入れがあり
ましたか？
内 　田　やっぱり負けたくないという思いは、他の

対戦チームよりは強かったですかね。
長　嶋　同じですね。でも私も美鈴も一度他のチー

ム（長嶋：浦和L、内田：ハリマ）を経験して
いるので、古巣は古巣ですけど、そこまで
強く「古巣」という部分を意識はしなかっ
たですかね。

内 　田　知っている選手やスタッフの方 も々少ない
ですね。

長　嶋　次はAWAY（小机）ですが、ここも負けない
ようにしないとですね。

ハリマ戦（9/13）では93年組で揃って得点しましたね
内 　田　4人で仲良く決めちゃいましたね。
長　嶋　十文字戦（9/6）でも美鈴と美夕紀が決め

て、がちゃ（大島）もアシストしてたので、
（ハリマ戦で）がちゃが３点目を決めてか
ら、後ろでずっと自分も点獲りたいな～と
思ってました(笑)

4人とも仲良しなイメージがあります。プライベートでも
一緒にいることが多いのですか？
内 　田　2，2（髙橋･長嶋ペア、内田･大島ペア）にな

ることが多いかもしれないです。
長　嶋　でも今度タメ会（93年会）やろうと計画し

ています(笑)
内 　田　一ヶ月後くらいにもう予約しました(笑)
長　嶋　良い焼肉食べたいね～って前々から言っ

てたんです。
リーグ戦も折り返しです。前半戦を振り返ってみてどう
ですか。
内 　田　加入からコロナとかもあったりして、調整

期間が難しかったです。リーグ戦序盤
は、自分のスタイルも上手く出していけ
ず、試合に出られなかったり、途中からの
出場になったりもしました。それでもモチ
ベーションを落とさずやり続けて、トレー
ニングマッチでの得点をきっかけに、自分
の中でも点を取る感覚を少し思い出しま
したね。そこからまたスタメンで使ってもら
えるようになって、十文字戦でしっかり得
点して、結果を残せたという部分が一番
大きかったですね。

長　嶋　ずっと試合にも出させてもらっていて、
チームとしては失点数も去年より圧倒的
に少なくなっているので非常に良いことな
のですが、個人としては特に何か貢献でき
ているという実感は強くないです。まだま
だパスミスや守備の面での改善点なども
ありますし、満足はしていないです。

内田選手は昨シーズンハリマで5ゴール、既に3ゴール
ですので超えられそうですね。
内 　田　昨シーズンとかも、試合には出させても

らってて、得点には絡むけど自分が得
点する機会がやっぱりシーズン序盤は

なくて焦る時期もあったんですけど、終
盤に得点できてから、流れに乗るように
得点できるようになって追い上げた感
じなんです。いつも最初の1点が遅いス
ロースターターなんです(笑) 今シーズ
ンは前半戦のうちに取れたので良かっ
たです。

失点数5（リーグ最小）は誇れることだと思います。守備
の固さの要因はどこにあると思いますか。
長　嶋　失点数が少ないのは、ぽーさん（坂本）

様々です(笑) 
　　　　昨シーズンは、ぽーさんもモチ（望月）も

DF陣はほぼ新加入で一緒にプレーしたこ
とない組でした。ゆりあさんも時々左サイ
ドバックとかもやってましたし。全員「個」と
してはそれなりに凌げる部分もあったんで
すけど、やっぱり連携の部分から最終的に
崩されてしまうことはありました。それが今
シーズンは試合中に軽く修正点を話し合
うくらいで改善できていますし、こうやって
守備するだろうなというお互いの特徴とか
も理解し合ってきているので、すごくやり
やすいです。

自粛期間中はどのように過ごしていましたか？
内 　田　朝早起きして、自主トレーニングをして、

普段の練習のときと生活リズムが変わら
ないようにしていました。仕事（横浜未
来ヘルスケアシステム勤務）は、コロナ
の関係もあり、普段以上に忙しかったの
で、朝しっかり早起きしてゆっくりできる
時間を長く取るように心がけていまし
た。

長　嶋　自分はコロナ関係で出社ができなかった
ので実家に帰ってました。みんなと同じよ
うに、朝起きてトレーニングしてリズムを
崩さないようにしてから、愛犬たちと毎日
戯れていました（笑）

内 　田　ひかりはほんと実家帰っちゃだめなやつで
す。デレデレすぎて（笑）

長　嶋　ず～っと日向ぼっこしたり、散歩したり、ゴ
ロゴロしたり、毎日癒やされて最高でした！

内田選手は動物など飼われていますか？

内 　田　動物苦手なんです。
長　嶋　（美鈴は）ほんとに動物だめで、しかも猫が

異常に苦手で、自分が昔猫飼ってたんで
すけど、その写真見ただけで携帯投げ
ちゃってました（笑）

内 　田　違うんです！名前が「ジジ」だったので、ひ
かりのおじいちゃんの写真かと思ったんで
す。そしたら結構どアップな目の猫の写真
だったんですよ。びっくりしますよ(笑)

長　嶋　普通に道歩いたり、買い物いく時とかにも、
誰も気づかないレベルなのに「あそこに猫
いるよ！」って言ってくるんです。

内 　田　全然みんな気づかないんですよ。でもなん
か猫が居そうな場所が分かっちゃうんで
す！得意技です(笑)

危機察知能力ですね(笑)　では最後に後半戦の目
標、応援して下さるファン・サポーターの皆様へ一言
お願いします。
長　嶋　失点も少なく得点できる試合も増えてきた

ので、この調子を落とさず維持していきた
いです。難しい状況がまだまだ続くと思いま
すが、引き続き応援よろしくお願いします。

内 　田　自分自身ももっと得点できるように、日々の
練習から取り組んでいきます。夏も明け朝
晩は少し肌寒く感じるようにもなってきま
した。コロナもそうですが、季節の変わり目
で体調を崩さないようにしてください。そ
してまた皆さんのパワーを私たちに送って
下さい。

ありがとうございました。
内田、長嶋　ありがとうございました！！！

3 HIKARI13 MISUZUうちだみすず
FW/1993年12月24日
前所属：ASハリマアルビオン

内田 美鈴
ながしま ひかり

DＦ/1993年12月2日
前所属：浦和レッズレディース

長嶋 洸
攻守の鍵を握る同級生コンビ
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O F F I C I A L  C L U B  P A R T N E R
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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9人に1人が乳がんにかかると言われています。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、2018年
には乳がんで亡くなる女性が1万4000人にものぼりました。出産経験のない方や初潮年齢が早
かった方、閉経年齢が遅かった方がなりやすいといわれていますが、出産経験があっても、また、
閉経後でも乳がんになる場合があります。乳がんの発生は20代から認められ、30代後半から急激
に増加し、40代後半と60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・早期治療により、約90％が治癒します。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シーガルズは今シーズンも医療法人横浜未来ヘルスケアシステムご協力のもと
「ピンクリボンマッチ」を開催します。ぜひこれを機に多くのお客様に「ピンクリボン運動」を知って
いただければと思います。

早期
発見

早期
治療

早期
診断

◆ ピンクリボン運動啓発ポスター展示
オフィシャルクラブトップパートナーである
医療法人横浜未来ヘルスケアシステムにて勤務している選手たちによる、
「ピンクリボン運動啓発ポスター」を掲載いたします。

ピンクリボンマッチ限定のＴシャツを着て、
選手たちが入場します。

乳がんの早期発見は検査から！
あなたの乳腺タイプはどのタイプ？

乳がんの早期発見は検査から！
あなたの乳腺タイプはどのタイプ？

乳がんの早期発見は検査から！
あなたの乳腺タイプはどのタイプ？

実際の
ポスターは
こちらの
QRから

選手たちからの
メッセージ動画は
こちらの
QRコードから

◆ピンクリボンマッチＴシャツ 選手入場
時間 13時55分頃～



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）

横浜未来ヘルスケアシステム勤務 8選手 「ピンクリボン月間」に向けてのメッセージ
❶勤務部署 ❷業務内容 ❸「ピンクリボン月間」に向けて伝えたいこと❹応援して下さるファン・サポーターの皆様へひとこと

Miku Nakai

❶戸塚共立第2病院　総務課
❷人事業務が中心です。
❸10月はピンクリボン月間です。乳がんは早期発見、早期治療が重要だと
言われています。自分のために、大切な周りの人のために、定期的な検診
を受け早期発見に努めましょう。

❹いつも応援ありがとうございます。リーグは11節が終了し、早くも折り返し
地点をすぎました。今季はコロナウイルスの関係で、様々な部分でハード
になっていますが、チーム力が試されるシーズンだと思っています。全員で同じ方向を向いて、1試
合1試合戦いたいと思います。例年とは違う雰囲気での試合が続きますが、みなさんと共に勝利を
分かち合えるように頑張ります。引き続き熱い応援よろしくお願いします。

DF 中居 未来

4
Takako Gonno 

❶戸塚共立第1病院附属サクラス乳腺クリニック
❷医事課（受付、電話対応）
❸日本女性の9人に1人が乳がんになると言われていますが、早期発見・早
期治療により治癒が望める疾患でもあります。実際に現場で働くと若い
方も油断していられないと思うようになり、また今までは他人事のように
捉えていましたが定期的に検診をしようと強く思いました！この機に正し
い知識を身につけて、まずはセルフチェック、そして年に1回の定期的な検
診を受けることをお勧めします。乳がんで命を落とす人を1人でも減らせるように、自分自身、大切
な人を守るためにも行動を起こしましょう。

❹日頃より応援してくださるファン、サポーターの皆様ありがとうございます。今年は想像もしなかっ
た感染症流行により、今までの応援スタイルとは異なりますが、新たな応援スタイルで私たちの背
中を押してくださりとても励みになっています。最後まで諦めず全員で一戦一戦勝利を目指しま
す！引き続き応援よろしくお願いします！！

MF 權野 貴子

6

Anna Hirakawa

❶TMG本部横浜支部（健康支援室）
❷健康支援室TMGFit の事務作業（資料作成、運動教室準備、会員情報の
管理）

❸私は医療機関で働いて初めてピンクリボン運動という活動を知りました
が、女性にとって乳がんはとても身近な病気です。私も1人の女性として
乳がんという病気に関心を持ち、また周りにもセルフチェックや定期的な
検診の大切さを伝えられればと思います。

❹いつも応援ありがとうございます。今シーズンはコロナの影響もあり多くの制限がある中で、会場に
足を運んでくださったり、ライブ映像から応援してくださったりたくさんの支えを感じています。私も
プレーで皆さんに力を与えられるよう頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします！

FW 平川 杏奈

11
Misuzu Uchida

❶  戸塚共立レディースクリニック
❷  医療事務、電話対応
❸私は昨季ビジターチームとしてシーガルズの試合で横浜に来たときが、
「ピンクリボンマッチ」でした。AWAYチームではありましたが、サイン入り
のピンクボールを観客席に投げて入れさせていただき、それを家族が
キャッチして今でもサイン入りのシーガルズのロゴが入ったピンクボール
を持っています。今年はピンクボールの投げ入れができませんが、このよ
うなシーガルズの取り組みが、この活動を知っていただける機会になれば嬉しいです。病気が進行
してしまってからでは手遅れです！早期発見の為にも定期的な検診をおすすめします！

❹  いつも暖かいご声援ありがとうございます。チームの勝利に貢献出来るよう頑張ります！

FW 内田 美鈴

13

Yukiko Sue

❶戸塚共立第1病院　医局秘書課
❷  医師のスケジュール管理、書類作成、医局の環境整備など
❸乳がんについて知る勇気を持ち、安心して日々を過ごせるように、検診を
受けましょう！

❹このような状況の中でも、毎試合様々な形で応援していただき、本当にあ
りがとうございます。リーグ後半戦も精一杯闘います！

MF 須恵 裕貴子

18
Mana Odagawa

❶戸塚共立第一病院、総務課
❷第一病院、関連施設の備品管理と購入、払い出し等
❸ピンクリボンで乳がんの事を少しでも知っていただき健康で元気に過ご
す為にも早期発見、早期治療はとても大切です。ぜひこの機会に検診を
受けてみてください！

❹いつも応援していただきありがとうございます。例年と違うことが多く大変
な事もあると思いますが、シーガルズの試合を見て少しでも元気や勇気
を出していただければと思います。引き継ぎ応援宜しくお願いします。

DF 小田川 真奈

23

Mio Hisanaga

❶TMG本部横浜支部
❷地域運動教室の運営サポート、人事業部、横浜支部物品管理
❸私はこの活動を通して、自分自身もそうですし、ひとりでも多くの方々に乳
がんの早期発見・治療の重要性を呼びかけたいです。チラシやポスター
などをみてぜひ一度乳がん検診に行ってみてください。

❹いつも沢山のご声援ありがとうございます。今期のリーグも後半を迎えて
いますがまだまだたくさんの勝利をサポーターの皆様と共に味わえたらい
いと思っています。シーガルズらしく一生懸命頑張りますので熱いご声援よろしくお願い致します。

MF 久永 望生

24 ❶  戸塚共立メディカルサテライト　
❷  事務　受付、郵送準備
❸  乳がんは、他のがんと比べて増殖のスピードがゆっくりであるものが多い
ので、早期発見、早期治療はとても大事なことです。この機会に是非検診
を受けてみてください！

❹いつもシーガルズを支えて下さるファンの皆様のおかげで日々頑張れて
います。これからも熱い応援よろしくお願いします！

DF 沖野 るせり Ruseri Okino

27



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

GAME SCHEDULE

横浜FC東戸塚フットボールパーク

ニッパツ三ツ沢球技場

SUN

大和シルフィードvs

11:00 kickoff10.18

SUN 13:00 kickoff11.1

第14節

FC十文字VENTUSvs第16節

最新情報は
こちらから

@yfcseagulls @yfcseagulls@yokohamafcseagulls

前半戦終えてみての手ごたえはいかがですか？
――― リーグ戦序盤は私個人やチームとしての得点
力不足が悩ましかったところですが、試合を積み重ね
るごとに色々なポジションの選手が点を取れるように
なってきたので、FWとしては良い援護や刺激をもら
いながら、自分ももっと決めなければと、気を引き締
めて試合に臨めています。

個人の得点ランキングは現在リーグ2位の5得点、
チームごとの得点ランキングでは現在リーグ1位の
17得点です。（第9節終了時インタビュー）
――― ランキングを意識していないわけではありませ
んが、結果的に上位にいれたら嬉しいですね。去年の
10得点は超えたいと思っていたので、今シーズン最
初のほうは点が取れなくて少し焦っていましたが、み
んなの良いボールからの得点も多いので、そのような
ゴールもしっかり決めつつ、FWらしく自分から状況を
打開して決めたりもできればベストですね。シュート
自体は打てているので、フィニッシュの精度、決定力
を高めてもっと点を決めていきたいです。
チームとしては失点も5点と守備陣が非常に頑張っ
てくれているので、上位相手の試合の時や接戦の時
にもっと攻撃陣が点を取って、ラクな試合運びができ
るようにしたいです。

力強いシュートが魅力だと思いますが、シュートを打
つ際に意識していることはありますか。
――― まずはとにかくシュートを打つことを意識して
います。打たないと何も始まらないので、自分が打て
ると思ったら迷わず打つ！あとはGKの位置は常に見
ながらプレーしています。キック力には自信があるの
で、少しでも相手が前に出ていたら積極的に狙いに
行きます！ 精度もしっかり上げていきます（笑）

自粛期間にしていたことはありますか？
――― 自粛期間にはフィジカルコーチが毎日送っ
てくれる筋トレやフィジカルメニューをしていまし
た。私は普段はほとんど筋トレをしないので、自粛
期間で毎日筋肉痛になりながらコツコツ継続でき
たおかげで、今では俊敏性やここぞの場面で力が
入りやすくなりました。ただ、走りのメニューを1人
でやるのは心身共にしんどかったです(笑)

もう少しで誕生日(10/7)ですが、今後の抱負や後半
戦の意気込みをお願いします。
――― 目の前の試合を大切にして、1試合につき1点
は取り、チームに貢献したいです。全部勝ちたい！優
勝したい！勝ちたいし点決めたいし…サッカーのこと
しか考えられません！（笑）

チームメイトに一言
――― 全員で闘って全員で勝ちましょう！

最後にファン、サポーターの皆さんに一言！
――― 新型コロナ感染症対策で無観客の試合も
あったからこそ、有観客での試合の大切さがわかり、
それが当たり前ではないのだなと思いました。見に来
てくださる方々のためにも勝ちたいし、試合を楽しん
でもらいたいと思います。得点を取って勝ち試合を見
せられるように頑張るので、応援よろしくお願いします！

1993年10月7日生まれ。福岡県出身。FW。鳳凰高等学校から2012年に新潟医療
福祉大学へ進学。2015年初参戦となったチャレンジリーグでは、得点ランキング2
位となる12得点を挙げ新人賞を受賞。同年、夏季ユニバーシアード日本女子代
表に選出され大会出場。その後2016年からアルビレックス新潟レディースを経て、
2018年ニッパツ横浜ＦＣシーガルズに加入。U-23日本女子代表経験あり。体を
張ったポストプレーから攻撃の起点となり、両足から繰り出される大砲のような力強
いシュートは、相手守備陣の脅威になること間違いなし。ニックネームは、みゆき。MIYUKI TAKAHASHI

PICK UP PLAYER

今シーズンで5年目、チームの中でも在籍歴が長
くなりましたね。自分自身の立ち位置、気持ちの
変化など、何か感じることはありますか？ 
――― もう5年目ですか。古株になっちゃいました
ね。5年もいると色 と々慣れてはきます。
今年は例年に比べると選手の入れ替わりが少な
かったので、昨年の良い流れをそのままもってく
ることができていると感じています。元々、色々な
人と積極的にコミュニケーションを取るのが得意
な方ではないのですが、年齢も年齢ですし、チー
ムでも中堅になりましたし、新しく入ってくる選手
や若手選手など色々な人と話すようには心がけ
ています。まだまだですけどそういった意識は持
つようになりましたね。
プレーの面では、毎年昨シーズンよりもプレーの
質や結果にこだわってレベルアップしないといけ
ないとは思ってプレーしていましたが、今年はそ
の想いがより一層強いです。

リーグ戦も折り返しです。前半戦を振り返ってみ
ていかがですか。
――― 昨シーズンは美夕紀（＃9髙橋）の得点に
頼りっぱなしで、私も取れていなかったので、得
点力という部分に関しては、シーズン当初から
チームとしても個人としても課題としていました。
序盤は得点できない試合が続くこともありました
が、ここまででリーグトップの得点数は、プラスに

捉えてもっと伸ばしていきたいです。あとは大事な
ところで勝ちきれない、落としてしまうという試合
は前半戦であったので、当たり前のことですが気
持ちを高くもって一戦一戦集中して試合に臨むと
いったところは今後も徹底していきたいです。

得意なプレー、自身の特徴などを教えてください。
――― 自分は爆発的なスピードがある訳でも、足
下の技術が高い訳でもないので、自分一人でど
うにかするプレーは難しいですが、おとりの動きで
あったり、良い動きだしや良いポジショニングを取っ
たりすることで、味方が良いプレーができるように努
めています。自分は魅せられるプレイヤーではない
ので、その分周りのみんなが輝けるように頑張り
ます。

今シーズンの2得点はいずれもヘディングです
が、得意なプレーではないですか？
――― 得意という意識はないですけど、苦手では
ないです。セットプレーの練習とかでも、良い感覚
は徐々に掴んでいました。あとは、競り合いと言う
よりも、（ヘディングシュートを）決めやすいポジ
ションにタイミング良く入っていけるようになった
ことが大きいかと。こないだの点（9/13ハリマ戦の
3点目）なんかは、それが上手くできたプレーだっ
たと思います。あとは足で決められるよう、積極的
に多くシュートを撃っていきたいです。

自粛期間中に取り組まれていたことなどはあり
ますか。
――― リフティングチャレンジの動画とかがSNS
でたくさん出回っていたので、いろいろチャレンジ
してみたんですけど無理でした！諦めました(笑)
ボールタッチ系のトレーニングや、ランニングな
どは体の感覚を鈍らせないように毎日しっかり取
り組んでいました。

チームメイトへ一言！
――― それぞれが置かれた状況がある中で良い
ことばかりではないかもしれませんが、団結して
みんなで同じ方を向いて頑張って行きましょう！

最後にファン、サポーターの皆さんに一言！
――― 無観客試合のときと、少なくても皆さんが
応援に駆けつけて下さるときとでは全然違います
し、見てもらえている、来てもらえているというの
は素直に嬉しいですし、パワーになっています。そ
して、皆さんの前でプレーができて、それが良い
結果につながって、みんなで喜び合えるって当た
り前のことではないのだと、この機に改めて実感
しました。本当にありがとうございます。引き続き
応援よろしくお願いします！

MIZUKI OSHIMA
PICK UP PLAYER 1993年4月3日生まれ。神奈川県出身。MF。提携育成組織である横

須賀シーガルズ出身。常盤木学園高等学校、早稲田大学を経て、
2016年からニッパツ横浜ＦＣシーガルズに加入。
同年にはＵ-23女子日本代表にも選出。ダイナミックさと繊細さを
併せ持ち、体を張ったタフな守備から、巧みなチャンスメイクまで、
攻守に貢献できるユーティリティープレイヤー。ニックネームは、し
ま、がちゃ。

リモートマッチ（無観客試合）


