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MDP対談

それでは始めていきます！
まずは、あや！大学入学おめでとうございます。
大学生活はどうですか？
あ　や　ありがとうございます。（新型コロナウ

イルス感染症予防対策で）対面授業が
あまりなくて、友達作りが大変です…。

とみー　友達作りかぁ。私はクラスがあったから
そのクラスの子と仲良くなりました！

ひなた　大学によって学校に行ける回数とかが
全然違うから友達作るの難しいですよね。

ひなたは�年生、とみーは�年生、あやは�年生。
みんなは何学科でどんなことを学んでいるの？
ひなた　教育学科です。教育のことのほかに情

報のことも学んでいます。あとは図書
館司書の資格を取ろうとしているので
その勉強をしています。

とみー　スポーツ科学科です。スポーツに関する
ことで、栄養学とかスポーツ心理学と
かですね。

あ　や　経営学科です。今は土台となる経営を
学んでいて、来年からはスポーツビジ
ネスを学ぶ予定です。

ひなた、とみー　うわ…すごいなぁ…。
あ　や　そんなことないですよ（笑）。

普段の生活リズムも聞いてみたいです！
大学の授業が対面の日と、
リモートの日があると思うんだけど…。
あ　や　対面の日は、チーム練習に朝行って、

�限がお昼過ぎから始まるのでその時
間に間に合うようにクラブハウスを出
ます。

ひなた　学校からの帰宅時間はどれくらい？
あ　や　家から大学までかなり距離があるので

帰宅は��、��時くらいですね。
とみー　遅いね…。
あ　や　リモートの日は、チーム練習のあと少し

自主練をして、�限の授業を自宅で受け
ています。

とみー　私は対面の日は、チーム練習に朝行って、

ひなた　そうなんです…。だからみんなが仕事
の話とかしている時とかは少し寂し
かった…。だから「今日大学で何する
のー？」っていう会話ができて本当に嬉
しいんです！

そういう会話が出来るようになったということで、
シーガルズ所属大学生のあるあるとかってあっ
たりする？
ひなた　練習後の時間がたくさん使える！
あ　や　あー！確かに！
ひなた　特権だよね！
とみー　でも逆にリモートじゃなかったら練習後、

すぐに大学に向かわなきゃいけないか
ら大変だったかもね。

あ　や　リモートさまさまですね（笑）。
とみー　対面だったら朝の練習も行けてなかっ

たかもしれないですね…。
ひなた　あるあるこれくらいですかね…。　　

あ！思いついた！
あ　や　なんですか！
ひなた　リモート授業の方が課題が多い！
とみー　わかるー！今は慣れたけどパソコン系

苦手で最初大変だったなー。
あ　や　課題って何が出るんですか？
とみー　レポートとかかな！
ひなた　あや課題ないの？！
あ　や　ないんですよ。
ひなた　やばー！！いいな！
あ　や　授業の最初に小テスト受けるだけとか

ですね。そのために勉強はしなきゃい
けないですけど。

課題をやる時間とかはあるの？
ひなた　リモート授業の時にしかないので授業

後にすぐやったりしますね。
とみー　ひなたは（生配信で先生が授業をする）

オンライン授業？
ひなた　そうです！ズームとか使ってます。
あ　や　私も使ってます。電波悪くなったりして

繋ぐのが大変でした（笑）。

私も�限がお昼過ぎにあるので大学で
授業を受けます。帰宅時間はあやより
早くて��時くらいですね。リモート授業
は、私の場合先生から映像が送られて
きて�週間以内に課題を提出っていう
流れなので、空いた時間で課題をやっ
ていますね。

ひなた　私は授業が夜にあるので、対面の日は
チーム練習のあと少し自主練をして、
チームトレーナーさんにケアをしても
らったり、満天の湯に行ったり！夕方か
ら大学で授業を受けて、あやより遅い
時間に帰宅しますね。

チーム練習は朝の�時からだけど、
家に帰るのが遅いと朝きつくない？
ひなた　高校の時も朝練習だったので、朝は

強いんです！
とみー　前所属のFC十文字VENTUSではチー

ム練習が夜だったので、朝から夕方ま
で大学に行って夜そのまま練習に行っ
ていました。環境は変わりましたけど
朝は起きられますね！

あ　や　私も朝から夕方まで高校に行って、夜
横須賀シーガルズの練習に行っていま
した。

なるほど。ひなたはシーガルズの選手としても大
学生としても�年目ですが、もうこの生活は余裕
ですか？
ひなた　チームのみんなには、「ひなたって大学

行ってるの？」とはよく言われます（笑）。
とみー　さっき言われてたよね（笑）。
ひなた　ゆりあさん（No.�� 小原由梨愛）に「ひ

なたって大学生なんだっけー？！」って
言われました（笑）。去年まではチーム
の中に大学生が私だけだったので、�
人が加入して大学生が�人になって「今
日授業なんだー！」っていう会話ができ
てすごい嬉しいです！

とみー　ずっと�人だったのか！

とみー　そうそう、本当に電波悪い…。
ひなた　ここでも大学生あるある出ましたね（笑）。

大学の友達とか周りの人には、チームでサッカー
をやってるっていう話はしたりするの？
ひなた　言ってはいますね。でもチーム名を出して

も知らないことが多くて…。あやとかは
チームもちゃんと言ってるんじゃない？

あ　や　言っていますね！ただ、なでしこリーグ
に所属していることを付け加えないと
わかってくれないことが多いですね。

とみー　私も友達に言ってもわからないって言
われます…。

課題は認知度ですね。
私も広報として多くの人に知ってもらえるように
頑張ります。みんなも周りへの広報活動をぜひよ
ろしくお願いします！
とみー　私の大学は有名な女子サッカー選手の

母校なのでその選手の所属するチーム
のポスターが貼ってあります。その横に
シーガルズも貼ってもらおうかな（笑）。

ひなた　持って行ってくださいよー！
あ　や　スポーツ科だからいけそうですね！

それでは最後に、ファン・サポーターの皆様へ
一言ずつお願いします！
とみー　いつも応援ありがとうございます。チー

ム一丸となって頑張りますので、引き続
き応援よろしくお願いします！

あ　や　いつも温かいご声援ありがとうござい
ます。シーガルズも大学も１年目で学
ぶことがたくさんあり、日々成長させて
いただいています。チームとしてはこれ
からも勝ち点を重ねて、皆様を笑顔に
できるよう頑張るので、これからも応援
よろしくお願いします！

ひなた　いつもご声援ありがとうございます。皆様
がもっとワクワクできるようなサッカーを
お見せできるように頑張りますので、これ
からも応援よろしくお願いします！

サッカー選手

大学生

小林 ひなた
こばやし ひなた（ひなた）

                 ����年�月��日生
前所属：修徳高等学校女子サッカー部

冨田 美波
とみた みなみ（とみー）

                 ����年��月��日生
前所属：FC十文字VENTUS

浦海 綾
ほつみ あや（あや）

                 ����年��月�日生
前所属：横須賀シーガルズJOY
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ニッパツ横浜FCシーガルズを応援する

2021シーズン

会員大募集!!かもめいと
プレミアム会員

¥100,000／1口
（年会費）

こども会員

¥1,500／1口
（年会費）

ゴールド会員

¥20,000／1口
（年会費）

レギュラー会員

¥4,000／1口
（年会費）

先着100名様限定 中学生以下

OFFICIAL CLUB TOP PARTNER

OFFICIAL CLUB PARTNER

1
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13
14
15

グリーティングカード

オリジナルマスク

オリジナルステッカー

先行入場

メールマガジン(希望者のみ)

オフィシャルグッズ会員価格適用

2021シーズンポスター1枚

勝利時ハイタッチ

写真撮影(試合後ピッチ脇)

ボールキッズ

エスコートキッズ

ゴールド会員証(カード)

オリジナルポロシャツ

プレミアム特典

招待券

プレミアム
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
〇
〇
〇
30枚

ゴールド
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
〇
〇
ー
11枚

レギュラー
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
ー
ー
ー
1枚

こども
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
ー
(無料)

特　　典

詳しくはコチラから
https://enishica.com/teams/327850223898474497/fan-club

シーガルズ
総選挙2021

選手全員にアンケートを取りました！
なんと、票が割れて同率が多くなってしまうという結果に！
あんなことやこんなことを隅々まで知っているからこその結果です！
全員仲がいい証拠ですね！選ばれた理由とともにお楽しみください！

彼女にしたいのは？
カフェの店員さんを

やっていそうなのは？ プレー中と
それ以外でギャップがあるのは？

8

14

20

4

27

宮下 七海

3票

2票

何でも楽しくしてくれそう
貢いでくれそう

大島 瑞稀
顔が好き、ふざけるときはふざけるけど
優しく大人なところのギャップ

小原 由梨愛
ずっと話してて楽しそう、甘やかしてくれる、
喧嘩してもすぐ許してくれる

中居 未来
わがままを聞いてくれそうだけど
時には甘えてきそうで萌え～

沖野 るせり
可愛すぎる

8

16

5

20

宮下 七海

4票

2票

普段はふざけてるけど声掛けとか
集中力とか走る距離がすごい

小須田 璃菜
プレー中は俊敏でかっこいいけど
普段はマイペースで癒される

吉田 凪沙
普段かわいいのにかっこよくなる

小原 由梨愛
かわいすぎる
駅でばったり会ったとき女優かと思った

13

28

7

内田 美鈴

6票

2票

雰囲気出してる
家カフェしてるしコーヒーに詳しそう

冨田 美波
ほんわかしてる
作ってくれるフロランタンが絶品

小林 ひなた
料理が上手

8 宮下 七海
おしゃれ

9 髙橋 美夕紀
こだわってそう

20 小原 由梨愛
いつもコーヒー飲んでる
カフェイン中毒

内田 美鈴
なでしこリーグ

通算���試合
出場達成

����年��月��日生
前所属：ASハリマアルビオン

昨シーズンの最終戦でなでしこリーグ
���試合を達成することが出来ました。
自分のプレーで求められてる事はどんな試合でも得点や攻撃の起点に
なる事です。
中々結果を残せず悩んだ試合の方が多いかもしれません。
ですが、点を決めれば自分よりも喜んでくれるチームメイトが沢山います。
どのチームでもそうでした。家族や多くの仲間、サポーター、スタッフの
方々に支えられ、ここまで来れました。チームの勝利に貢献する為に常に
ゴールを目指し走り続けて行きます！
これからも応援お願い致します！

2021シーズンもニッパツ横浜FCシーガルズと
戦いましょう！FW内田 美鈴

うちだ みすず

13背
番
号

なんでも
ランキング

第
�回


