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ふ だ ん 着 の 織 姫 た ち
DF
FW

おくがわ

職場での姿やオフの過ごし方など、素顔の一端を
紹介する「ふだん着の織姫たち」シリーズ。今年の

ちさ

奥川

千 沙 選手（23歳）【背番号25】

宮本

華 乃 選手（19歳）【背番号15】

みやもと

ひたむきにサッカーに取り組む選手の皆さんの、

24

新入団選手8名を、2名ずつ4回に分けてご紹介し
てきました。今回が、今季最終の紹介となります。

かの

●決め手はチームの雰囲気●

●仙台の寒さも何のその、憧れの雪かき●

●自己採点は50点台、もっと伸びたい●
DFの奥川選手は、早稲田時代はほとんどセンターバック
で守備の要として活躍していたが、マイナビベガルタではサ
イドバックが主なポジションだ。全体的には安定した守備をめ
ざすが、攻撃時には前線に上がって得点に絡むのも楽しい
と、意気込みを語ってくれた。自分が目指すプレーからする
と、現時点での自己採点は58点と辛口採点、まだまだ満足の
いくプレーには到達していないと言う。チームに入ってから
は、いろいろな選手の上手なプレーから吸収したいと思うよ
うになり、他のチームの試合もよく見るようになった。今は、
攻撃時の判断、一生懸命走っている姿を見て欲しいとのこ
と、走りには多少なりと自信があるようだ。
FWの宮本選
手は、試 合に出る
こと、そ の 中 で 運
動 量を確 保し、ゴ
ー ルした い と 言
う。意 識して い る
のはポジショニン
グ 、ドリブ ル が 好
きで他の試合や
選手を見るときも
ステップ、ターン、

真 似 し て ︑吸 収 し て ︑成 長 し た い

奥川選手は愛知県、宮本選手は熊本県出身だ。高校時代
試合で訪れた以来の仙台で、松島や蔵王など観光名所と言
われる場所には行ってみた、食べ物はやっぱり牛タンかな？と
のこと、本格的な東北の冬体験は2人とも初めてになるとい
う。寒いグラウンドでの練習はつらいのでは？という質問に
は、運動量でカバーするという返事。宮本選手にいたっては、
「雪かきが憧れ、やってみたい」
というジェスチャー入りの返
答で、あくまで前向きに冬の仙台での生活を楽しみにしてい
るそうだ。自転車通勤をしている奥川選手にとっては雪道走
行は大変かもしれないけれど。

持 ち 味 は ︑若 さ と 元 気

インタビュー会場であるクラブハウスの応接室に現れた
奥川千沙選手と宮本華乃選手、明るい笑い声で、場がパッと
華やいだ。それぞれ、早稲田大学、日ノ本学園高等学校から
マイナビベガルタ仙台に入団した2人は、いわば新卒。仕事
とクラブチーム所属選手という2足のわらじを履いて半年が
過ぎた。
宮本選手が在籍していた日ノ本学園高等学校女子サッカ
ー部は、2017年度全国高等学校総合体育大会優勝校だ。サ
ッカー留学も考えたという宮本選手のマイナビベガルタへ
の入団の決め手は、体験時のチームの雰囲気の良さ、練習の
楽しさだったという。
早稲田大学ア式蹴球部女子部はインカレ（全日本大学女
子サッカー選手権大会）3連覇（2015〜2017）の快挙を成
し遂げたチームだ。奥川選手は1年時からレギュラーで、4年
時は副将、全試合に出場している。実戦経験の豊富な奥川選
手のマイナビベガルタへの入団の決め手も、チームでの練
習参加体験だったという。

足 さば き …ドリブ ル が 上 手 い 選 手
を見 てしまうと言う。目 指 すプレー
は「時が止まるようなプレー」。
「 ん？
どういうこと？」
と返すと、
「 思わず見
入ってしまう、見とれるようなドリブ
ル 」と言う。現 時 点での自己 採 点は
50点だそうだ。
意 外 なことに、2 人とも「 代 表 」は
あまり意 識していないと言うが 、お
母さんに（代表の）ユニフォームを着た姿を見せたい（宮本）
という気持ちもあるようだ。
とにかく上手くなりたい、60点、70点、80点と伸びていき
たい、個人のレベルアップがチーム力の向上につながると頑
張る若い2人には、まだまだ伸びしろがあるはずだ。若さと元
気を前面に出し、動いて、声をかけてチームを盛り上げる、チ
ームに勢いをつけたい、それが今の自分たちの役割と言う。

●クラブチームでプレーできる幸せ●
これまでは学生のチームとして試
合に臨 んでいた2 人にとって、サポ
ーターの応援を受け、固定ファンも
ついてくれるというクラブチームで
のプレーは、身内の応援だけだった
学生時代のプレーとは全く異なる嬉
しい体験だと言う。応援席の人数も
有り難いし、サポーターの応援から
は心からの 温かさを感じると言う。
サポーターの応援は後押しになっている、だからこそ勝利を
届けたいとの思いは忘れていない。
一回りも二回りも成長して、チームを盛り上げて欲しいと
感じたインタビューだった。

ベガルタ仙台レディース
後援会通信
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2018シーズン ありがとうございました
このリーグ戦、
チームは思うような結果を残すことが
できず悔しいシーズンとなりました。

た。
この１年のご支援、
ご協力に感謝申し上げます。
そして、
ピッチ上の選手たちの背中を押す応援は、
ど

一方で今シーズンは、
石巻市、
角田市、
福島県会津若

このチームにも負けない素晴らしいものでした。スタジ

松市に続き、
青森県八戸市でホームゲームが開催され

アムに足を運び、声援をお送りくださった皆さま、遠く

るなど、
仙台だけにとどまらない女子サッカーチームと

アウェーにも駆け付けていただいたサポーターの皆さ

しての広がりと希望を見せてくれました。来シーズンの

ま、
本当にありがとうございました。

飛躍に期待をしております。

後援会は、
この後に続く皇后杯、そして来シーズン

ベガルタ仙台レディース後援会ではこの１年、
ホーム

と、
チーム、
選手が存分に力を発揮し勝利をつかみ取る

ゲームの度の後援会活動をはじめとして、
2012年5月

ことができるよう今以上にサポート、
応援してまいりま

にスタートした
「白百合まごころ弁当」
の支援、
そしてジ

す。今後ともベガルタ仙台レディース後援会活動にご

ュニアユースとその保護者を対象としたスポーツ栄養

協力賜りますようお願い申し上げます。

講習を継続する等、
後援会会員の皆さまから多くのご
協力をいただき、
さまざまな活動を行うことができまし

ベガルタ仙台レディース後援会副会長

文：K.Naito
イラスト：K.Honma
10月10日取材

インタビュー雑感
2018シーズンは、大量の選手の入れ替わりによる期待とちょっ
との心配から始まりました。8人もの新加入選手を受け入れ、チー
ムづくりをするという決意は、台湾合宿という濃厚な時間をもつこ
とに集約されたように思われました。
私たちは後援会としてできることは、いつも通り、下支えし、元気
づけ、応援していくこと、と考え活動してきました。
「こんな時こそ、
笑顔で、応援しよう！」
と、言い続けたシーズンだったようにも思いま
す。後援会は、変わらず応援を続けるサポーターの皆さんを代弁
し、選手の皆さんへの熱い支援を継続し、通信はその活動を発信す
る役目を担っています。
2018後援会通信では、新加入の選手たちの素顔や思いをサポ
ーターの皆さんに届けたいと、2人ずつのインタビューを行ってき
ました。
（9月に樫本芹菜選手が入団しましたが、来季紹介したいと
思います）
この直接のインタビューは、とても興味深く、楽しくて、役
得かな、と思える活動でした。選手の素顔に触れると、さらに応援し
たくなるものです。
インタビューは、運営・広報部広報課の今野春佑様の全面的なご
協力を得て、進めることができました。感謝申し上げます。
後援会 K.N.

vol.5

（通算 vol.32）

レディース後援会のホームページ

http://vegalta-ladies.com/

佐藤 幸恵

まごころ弁当
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2018年ベガルタ仙台レディース後援会年間活動報告

後援会活動として好評の、仙台白百合女子大
学学生が作る
「まごころ弁当」。2018年度は
「春」
「夏」
「秋」
の3回、季節を取り入れたお弁当
を届けました。選手たちの嬉しい反応を、奥川
選手と宮本選手にお聞きしました。

後援会の「まごころ弁当」支援は、
と
ても嬉しい、食べておいしいのはもち
ろん、ネーミングの面白さやカバー
紙の絵の可愛さが気に入って、ロッ
カーにしばらく飾っています。

場

所

1/20

仙台国際ホテル

1/25

仙台国際空港

2/10

三陸石巻

河北本社

後援会活動

活動内容

場

所

後援会活動

宮城県サッカー協会新年会参加

5/16

若林区卸町

台湾キャンプ出発式

5/18

パークタウン練習場

5/20

会津総合運動公園

VS

新潟L

6/3

ユアテックスタジアム

VS

日体大

6/14

クラブハウス

6/23

ユアテックスタジアム

VS

INAC神戸

7/7

ユアテックスタジアム

VS

AC長野

7/14

ひとめぼれスタジアム

VS

ノジマステラ神奈川

7/14

仙台白百合女子大学

第2回U-15

8/4

シェルコム

七夕吹き流し制作

8/6

クリスロード

ベガルタ七夕設置

ジュニアユース＆保護者対象ジュニア世代選手に必要な栄養講座
仙台白百合女子大学健康栄養学科先生＆学生

9/18

パークタウン練習場

後援会通信vol.1・VLプレス・オリジナルバックの配布
会員入会・更新ブース設置 まごころ弁当活動の報告

募金活動

9/24

ダイハツスタジアム 八戸

VS

いただき鱒（ます）

10/10

クラブハウス

後援会通信取材vol.5

10/13

仙台白百合女子大学

第３回U-15

後援会通信vol.2の配布・市民後援会とのコラボ事業兜作り

10/13

ユアテックスタジアム

VS

日テレ

後援会通信vol.2の配布・市民後援会とのコラボ事業兜作り

10/28

ユアテックスタジアム

VS

ノジマステラ神奈川

10/28

ユアテックスタジアム

激励の挨拶

石巻後援会総会出席

2/12

東北放送

TBCラジオ

2/18

ユアテックスタジアム

第6回総会

2/26

仙台市役所

2/26

勝山館

3/1

クラブハウス

3/10

練習場

3/21

ユアテックスタジアム

2018年シーズン開幕

VSジェフ市原

後援会活動

4/11

クラブハウス

後援会通信取材vol.2

櫨まどか選手

佐藤楓選手

4/21

仙台白百合女子大学

4/22

角田市陸上競技場

4/27

パークタウン練習場

4/29

ひとめぼれスタジアム

VS

AC長野

5/3

ひとめぼれスタジアム

VS

浦和レッズL

5/13

石巻総合運動公園

VS

C大阪堺L

5/16

クラブハウス

後援会通信取材vol.３

ロジャー大葉のラジオな気分生出演
講演「女子サッカーのいま」宮城県サッカー協会専務理事 竹鼻純氏

郡和子仙台市長

表敬訪問

2018シーズン激励会参加
後援会通信取材vol.1

越後監督

果物差し入れ

第1回U-15
VS

栄養セミナー
C大阪堺L

後援会活動

第1回まごころ弁当お届け

後援会通信vol.1・VLプレス・オリジナルバックの配布
会員入会・更新ブース設置 まごころ弁当活動の報告

とこ豚（とん）

後援会通信vol.1・VLプレス・オリジナルバックの配布
会員入会・更新ブース設置 まごころ弁当活動の報告

後援会活動
後援会活動
後援会活動
高平美優選手

旬を取り入れたスプリング弁当

募金活動

募金活動

武田奈々子選手

ともに応援しましょう
（後援会入会のご案内）
私たちベガルタ仙台レディース後援会は、
マイナビベガルタ仙台レディースを応援し、
さまざまな支援
活動を通してスポーツ文化振興及び地域、社会の発展に寄与することを目的として設立いたしました。
宮城を元気にしてくれるチームの活躍に感謝し、
ともに応援しましょう。あなたのご入会をお待ちして
います。

○入 会 金 ／3,000円（初回のみ）
ホームゲーム会場の
後援会ブースで
受付をしています。

○年 会 費 ／1口 2,000円（何口でも）
○入会特典／後援会オリジナルTシャツ、後援会オリジナルバッジ
☆入会時は入会金と年会費を合わせた金額をお支払いください。
（更新時は年会費のみ）
☆2018年度会期は2019年1月31日までです。☆入会時に会員証をお渡しいたします。

タツミ産業様

夏

春

秋
活動内容

まごころ弁当のパッケージ協賛企業へのお礼

表敬訪問

これから夏！暑さと麦（むき）合う

第２回まごころ弁当お届け

後援会通信vol.2の配布・市民後援会とのコラボ事業兜作り

後援会活動
横浜

ピック（びっく）らぽん弁当

後援会活動

後援会通信取材vol.4 奈良美沙季選手

後援会通信vol.3の配布

沖野くれあ選手
後援会通信vol.3の配布・大阪府北部地震募金活動・七夕短冊募集

後援会活動

後援会通信vol.4の配布・大阪府北部地震募金活動・七夕短冊募集

後援会活動
後援会活動

後援会通信vol.4の配布・大阪府北部地震募金活動・七夕短冊募集

栄養セミナー
短冊140枚

サーモン（さぁ！もん）だいない
発火点は… はっ寒天！？

第３回まごころ弁当お届け
INAC神戸

北海道地震募金活動・チケット販売サポート等

後援会活動

奥川千沙選手

秋（あき）らめない気持ち

宮本華乃選手

栄養セミナー
北海道地震募金活動

後援会活動
後援会活動

後援会通信vol.5の配布

レギュラーシーズン成績報告会参加

会員継続・更新手続きのお願い

平素より後援会活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。発足以来、667名の皆様にご入会いただき、
そのご支援が大きな支えとなっておりますことを、
心より御礼申し上げます。
ベガルタ仙台レディース後援会は、会員一人一人がつくり上げる組織です。まだ2018年度の更新をされていない会員
の皆様は、
更新の手続きを行っていただき、
引き続きご支援くださいますよう、
よろしくお願いいたします。
2018年度の会期は、
2018年2月1日〜2019年1月31日です。
会員更新手続きは、
以下の通りです。

☆ホームゲームの際に、後援会ブースで簡単に更新手続きができます。
後援会ブースは開場から試合開始15分前まで開設しています。
☆郵便振替での更新手続き方法〔青色で印刷された振込取扱票をご使用ください〕
振込先：ベガルタ仙台レディース後援会 口座記号番号：02270-0-112505
通信欄：1）会員番号
2）Eメールアドレス（変更があった場合のみ）
会 費：一口2,000円以上、何口でも結構です。
☆更新の際に本年度バージョンの「後援会オリジナルバッジ」
（ 写真右）
を進呈いたします。

レディース後援会のホームページ

▲今年度「犬年バージョン」の
「後援会オリジナルバッジ」

http://vegalta-ladies.com/

