
@yfcseagulls @yfcseagulls

@yokohamafcseagulls

公式HP

最新情報はこちら

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

9.18 13:00 VS [高槻萩谷]コノミヤSAT

9.5 14:00 VS [上野]伊賀ＦＣSUN

10.17 13:00 VS [GF中池]名古屋SUN

10.10 13:00 VS [ニッパツ]大和SSUN

10.3 13:00 VS [広島ス]アンジュSUN

9.26 13:00 VS [ニッパツ]F日体大SUN

突然ですが、今回集まっていただいた
皆さんの共通点は何だと思いますか？ 
なぎさ　自分たちの予想は、兵庫県に住んでいたこ

とがある選手たちです！
うっちー　ちがう？！
り　な　みんな兵庫県にいましたよ！
れいな　絶対兵庫県だ！
兵庫県トークにしましょうか(笑)
岡山だったり徳島だったり兵庫県に限らずお話を聞
かせていただきたいので、西日本にゆかりのある選
手でトークをしていただく、『西日本トーク』とさせて
いただきます！よろしくお願いします！ 
れいな　よろしくお願いします！
うっちー　じゃあこの�人以外みんな関東なんだ…
り　な　いや、他のみんなが関東というわけではな

いですね(笑)
ぜひ地元の方言丸出しで会話をお願いします！
なぎさ　うっちーさん方言出る？(笑)
り　な　柔軟に対応してもろて！
うっちー　はーい、頑張りまーす！
れいな　関西弁、喋られません。
うっちー　喋られませんってもうそれが関西弁だよ(笑) 
まず、皆さんの西日本での生活歴を�人ずつお聞きし
たいです。
うっちー　西日本歴が浅い自分でも、重要なのは“生

まれは大阪”というところです(笑)東京で
育って、ASハリマアルビオンに所属していた
�年間は兵庫に住んでいました。

なぎさ　私は徳島で生まれて、高校�年間は姫路の
日ノ本学園に通って、大学は岡山の吉備国
際大学です。大学卒業後はINAC神戸レオ
ネッサにいました。

り　な　生まれは兵庫で、中学まで兵庫で生活をし
て、高校�年間は静岡(藤枝順心高等学校)
でした。大学は吉備国際大学で岡山に戻っ
てきました。

なぎさ　 戻ってきてはないよ(笑)
り　な　あ、岡山に�年間いました(笑)
れいな　自分は��歳まで兵庫で、高校�年間は岡山

(作陽高等学校)で、大学�年間は大阪(大阪
体育大学)です。

皆さんかなり長い間西日本で生活していますよね！
現在は関東圏内の横浜に住んでいますが、西日本で
の生活などで違いを感じることはありますか？
り　な　こっちは電車の駅の間隔が�駅�駅狭い！
うっちー　そこ？！(笑)
なぎさ　まあ岡山おったらそうか。本数も多いしな！

あとは、関東の人はイントネーションに敏
感！“あ、あっちの人？”みたいな感じで言わ
れる！言われん？

り　な　れいなは去年ジェフ(前所属：ジェフユナイ
テッド市原・千葉レディース)で標準語強化し
てたもんな！

れいな　もう関東の人やから。
なぎさ　 でもふいに出るときもあるやん！
うっちー　れいなわりと出てるよね(笑)

なぎさ　イントネーションはめっちゃ職場とかで言わ
　　　　れるんよな～。
うっちー　だって違うもん！
り　な　たしかにそれ職場で言われる！あと関西人

は話の前に“いや、でもさ、”って言うよねっ
て言われる。

うっちー　それりなだけじゃない？(笑)
れいな　絶対そうやろ！
り　な　違ったみたいです。カットしてください(笑)
うっちーさんは方言移らなかったですか？ 
うっちー　移らなかったですね。どうなんだろう、
　　　　変なイントネーションは移ってるかも！
なぎさ　 帰ってきたら言われますよね！
うっちー　Aハリマは関西の人が多かったから、逆に標
　　　　準語に対して“何それ”って言われてた(笑)
　　　　いやこれ標準語だから！って(笑)
り　な　“標準語だから！”って言うよね、標準語の

人って。
うっちー　いや標準語だから！(笑)
なぎさ　でもこっち(関東)も方言ない？“だべ”とか？
うっちー　それ少し外れたところじゃない？
り　な　ななさん(#�宮下七海)とか言ってない？
うっちー　なんか神奈川のどこかは使うみたいなこと
　　　　言ってなかった？
れいな　えーわかんない。“なんとかっち”ってどこの

方言？
なぎさ　それ岡山じゃない？
うっちー　静岡じゃない？
れいな　えーーわからんくなってきた！
なぎさ　 色んな人がいるからな～。
盛り上がってきましたね～！まだまだいきましょう！
れいな　一発芸振られる。
なぎさ　それは大阪の方に多いよね！
れいな　関西人だからってすごい振られてた…。
うっちー　じゃあお願いしまーす！
り　な　声だけのやつ(笑)
なぎさ　いや文字に起こすから“れいなが一発芸や

りました”って書かれるだけ(笑)
れいな　やめてや～。やらんやらん！
他に違いはありますか？
うっちー　あっちは基本車移動なので無料の駐車場が
　　　　どこにでもあるけど、こっちは�回�回パーキ

ングでお金を払わなきゃいけない！あっちは
車移動がしやすかったですね。

なぎさ　 徳島も駐車場はたくさんありました！
自由で過ごしやすそうですね！
そんな西日本でおすすめのスポットはありますか？
なぎさ　(徳島の)阿波踊り！
り　な　(兵庫の)六甲山！六甲山の夜景！
なぎさ　あー綺麗綺麗！あと岡山の王子が岳！
うっちー　そこ行きたかったけど行かなかった。
　　　　猫がいるって書いてあったから(笑)
り　な　めっちゃ猫いるよな(笑)
うっちー　猫NGなので。
れいな　自分は大阪が�番楽しかった！なんばグラン

ド花月、NMBシアター、アメリカ村とか、道
頓堀らへんに行けばなんでもありますね！

逆に横浜の好きな場所はありますか？ 
なぎさ　赤レンガかな！あとみなとみらいにある大き

い船の先から見る夜景は綺麗だった！
れいな　コロナだからあまり行けてないな～。
なぎさ　だよね～。神奈川で括るなら鎌倉とか？
り　な　鎌倉いいやん！
うっちー　ここ(東戸塚)から近いし！
り　な　この前『キコリ食堂』行ったけどおいしかった！
なぎさ　『珊瑚礁』は行った！アンチョビポテトおいし

かった！
うっちー　あとどこだろう…。あっちにいるときにご飯

屋さん調べるとこっちのお店が出てきて、
こっちで調べるとあっちのお店が出てこな
い？(笑)

なぎさ　それめっちゃわかる。
うっちー　いやいやいやいや、ってなる(笑)
なぎさ　横浜におるのにあまり出かけないからエピ

ソードが出てこない！
うっちー　洋服買うなら関東の方がいいかも！
なぎさ　確かにアパレルのポップアップとかもこっち

が多い！
り　な　れいなついてきてる？(笑)
れいな　さっきから全然わかんない～。あ、昨日初め

て“満天の湯”行った！
なぎさ　めっちゃ行ってそうなのに！私も行ったこと

ないけど！
うっちー　絶対行った方がいいよ！
満天の湯はシーガルズ御用達ですもんね！
横浜のおすすめスポットが出てきてよかったです！
他になにかありますかね…。
面白い方言とかありますか？
り　な　みんななんでこっち見るん(笑)
れいな　姫路とか播州弁は強めよな～。
うっちー　関東から来た人はびっくりするよね。
れいな　あれはもう封印した。
うっちー　徳島ゆるいよね！なぎがゆるいのか(笑)
なぎさ　 “ほなけん”とか？
り　な　よく聞く！
うっちー　 “だから”が“ほなけん”？
なぎさ　そう！“ほなけん、なんとかやん。”って感じ！
うっちー　へぇ～使おう。
れいな　使うんや(笑)
なぎさ　帰ったらコテコテなんやけどな～。“なんと

かじゃよ”とか。
れいな　なぎさんのそれたまに聞く！
なぎさ　 嘘、言っとん？！
り　な　 聞いたことない～。
なぎさ　あと“なんとかしようや～”っていうのが通じ
　　　　ない！“え、誘っとん？”って言われる！
り　な　誘ってないん？
なぎさ　うん。独り言みたいな！
　　　　“帰ろうや～”は“帰ろうかな”“もう帰ろう”っ

て自分のことを言ってる！
うっちー　それは返事しちゃう(笑)
なぎさ　 実は誘ってないんですよ(笑)岡山はどう？
れいな　“なんとかじゃっちゃ”、“なんとかじゃけぇ”、

“なんとかだけん”とかかな？あと“ぶちたい
ぎーがん”とか初めはわからんかった。

うっちー　“ぶち”が、“めっちゃ”？
れいな　“たいぎー”が、“めんどくさい”で、語尾に“が

ん”をつける！
関西弁でいうと、要田監督もそうですけど
落ち着きますか？
り　な　落ち着かへんやろ！(笑)気にしたことないな！
うっちー　みんなは標準語と方言とどっちが話しやす

いの？
なぎさ　 標準語が冷たく感じるときはある。
れいな　確かに！標準語で怒られる方が怖い。
　　　　グッとくる。
り　な　ヒヒ(笑)
れいな　ヒヒちゃうねん。
うっちー　でも関西の人はわぁーーーって言ってくるよね。
なぎさ　 熱い人が多いよな！
方言で感じ方も違ってくるんですね！
他に何か言い残したことはありますか？
うっちー　あ、名字のイントネーションが違う！
　　　　あっちだと、うちだ(→↑↓)になる。
　　　　こっちだと、うちだ(→↑↑)。
れいな　いまだ(→↑↓)だ！
　　　　こっちだと、いまだ(→↑↑)
り　な　確かにまるお(→↑↓)だ！
なぎさ　 職場でお会計の時とか、どうやって名前
　　　　呼ぼうか迷うもん！あと金額！
り　な　関西は、せんえん(→↑↓↓)
れいな　こっちは、せんえん(↑↓↓↓)
うっちー　なんかれいなの標準語違和感ある(笑)
　　　　やっぱり普段から結構方言出てるよ！
り　な　ツッコミとかしてくるやん！
れいな　してへんから！
り　な　ほら(笑)
なぎさ　 イントネーションは結構違うよなぁ。
り　な　 そもそもさ、関西人ってツボが違くない？
なぎさ　りなだけやろ。
り　な　またりなだけか(笑)
れいな　りな全部おもろいやろ(笑)
うっちー　�人だけ笑ってるもんね(笑)
り　な　ここもカットでお願いします(笑)
皆さんの西日本節炸裂で面白い対談になりました！
ありがとうございました！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！
うっちー　いつも応援ありがとうございます。残り�試

合ですが少しでも順位を上げられるように、
チームとしても個人としても頑張っていくの
で、これからも応援よろしくお願いします！

なぎさ　いつも応援ありがとうございます。良い形で
リーグ戦を終えられるように全員で頑張っ
ていきたいと思います！

れいな　いつも応援ありがとうございます。ひとつひ
とつの試合を大切にプレーしていきたいと
思います。応援よろしくお願いします！

り　な　いつも応援ありがとうございます。後期も全
員で勝ち点３を取りに行きます。応援よろし
くお願いします！

2021 GAME SCHEDULE

吉田 凪沙
よしだ なぎさ（なぎさ）

                 ����年��月��日生
前所属：
INAC神戸レオネッサ

� DF

内田 美鈴
うちだ みすず（うっちー）

                  ����年��月��日生
前所属：
ASハリマアルビオン

�� FW

今田 怜那
いまだ れいな（れいな）

                  ����年�月�日生
前所属：
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

�� MF

丸尾 梨菜
まるお りな（りな）

                  ����年�月��日生
前所属：
吉備国際大学Charme岡山高梁

�� DF

（写真左より）

NHK SPRING YOKOHAMA FC MDP 
Vol.4 

2021.08.29

MDP対談

西日本トーク



高村 ちさと選手
2 DF

小須田 璃菜選手
16 MF

山本 珠優選手
25 DF

OFFICIAL CLUB TOP PARTNER

OFFICIAL CLUB PARTNER

シーガルズ
総選挙2021

寂しがりやなのは？

キレイ好き
（キレイ好きそう）なのは？

末っ子っぽいのは？

第
�回

シーガルズ総選挙2021、第2回開催！
今回は同じ選手に多くの票が集まる結果に！
チームの仲の良さはこんなところにも
表れていますね！隅々までご覧ください！

武松商事株式会社

職場紹介

2 高村 ちさと

11票

7票

2票

いつも誰かと一緒にいる、
誘われないと拗ねちゃう、
"みんなのオフの予定を聞いて
暇な人を探してました"

26 丸尾 梨菜
常に誰かとくっついて話してる、
話しかけると嬉しそうにする、
距離感が近い

1 小暮 千晶
いつもたくさんの人と話してる

16 小須田 璃菜

6票

10票

部屋が汚いのを見たことがない、
荷物の置き方がキレイ、常に服を畳んでる 24 渡辺 琉那

かわいい、めんこい、
たまにちょっかい出してくる

3票

2票

22 浦海 綾
甘え上手、ガキンチョ、妹感がある

2 高村 ちさと
直感、いたずら好き

4 中居 未来
心がキレイだから、
よく身の回りの整理整頓や
掃除をしているから、ロッカーがキレイ

6 權野 貴子
部屋に余計なものがなさそう、
部屋がキレイそう

5 吉田 凪沙
SNS投稿がキレイ、汚いわけがない！

13 内田 美鈴
部屋がキレイそう

20 小原 由梨愛
キレイ好きそう、部屋がキレイそう

4票

2票

16 小須田 璃菜
実際末っ子だから

17  今田 怜那
すぐにちょっかい出す、なんか可愛い

18  片山 由菜
ゲームとか漫画とか好きなものが少年

Q

Q
Q

私はエコクル事業部に所
属しており、普段は主に事
務作業を行っています。
ドライバーさんたちの配
車表作り、回収依頼やお
問い合わせの電話・メール
対応、ブログやインスタグ
ラムの更新、日報の締め
作業などをしています。
私たちは午前中に練習を
し、午後から会社に出勤し
ていますが、それは当たり
前のことではないですし、

社員の皆様の理解があって何不自由なくサッカーに取り
組むことができています。試合も応援に来てくれて、声を
かけてくれます。
本当に支えられているなと感じます。支えてくれる方々へ
の感謝の気持ちを忘れず、サッカーも仕事も全力で取り
組んでいきます。

私は鳥浜古紙リサイ
クル工場で、台貫業
務･受付･電話対応を
しています。鳥浜工
場では、古紙や古布
をリサイクル･リユー
スし、新たな資源とし
て社会に還元してい
ます。
武松商事は、金森社
長を筆頭にシーガル
ズを応援して下さる
方々が多く、とにか

く温かい会社です！
私の部署の方々も試合結果を確認してくれたり、
体調を気にかけてくれるので、感謝の気持ちを
日々の業務と試合結果で恩返しできるように努力
したいと思います。

私は、本社で給料明細と一
緒に入れる社内報の制作や
本社にゴミ袋を買いにいら
したお客様の接客・電話応
対を主に行っていました。
�月から異動になり、高村選
手のいる職場で勤務をして
います。
私たちは、午前中に練習を
行い、午後から勤務という
環境の良い中で働かせてい
ただいています。
この環境は周りの方の支え

がなければ実現できなかったことでありますし、職場でも
嫌な顔をされず、朝からサッカー大変でしょと心配してくれ
るほど皆さんが応援してくれています。自分の業務も他に任
された業務も全力で取り組み、会社の力になれるように頑
張ります。サッカー面でももっと応援してもらえるように結
果を出していきたいです。

なんでも
ランキング


