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清野 訓靖

監督

北海道文教大学附属高等学校女子サッカー部　[ 千歳地区 ]
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Q
１ 今年のチームの特徴を教えてください。

チーム全員がハードワークし、 最後まで走り切り、 諦めずにプレー
するチームです。

Q

2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、

ご自身の目標をを教えてください。

常に周りをみて行動し、 チームが良い雰囲気でサッカーができるよう
に心掛けています。 一戦一戦全力を尽くして、 チームの勝利に貢献
できるようにがんばります。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

優勝して皇后杯出場を目指してがんばります。

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

応援してくれている保護者の方々、 指導してくれている監督・コーチ、 一緒に戦う仲間、 全ての人に感謝しています。
チーム全員全力でプレーしてがんばるので応援よろしくお願いします。

01

今シーズンも新型コロナウイルスの影響がある中、 大会が実施され、 試合が行えることへの感謝を忘れること
なく、 常にひたむきにプレーしてくれることを期待しています。
チームにおいては、 昨年度同様に大会会場ともなるため、 感染予防の徹底に努めつつ、 安全に実施していけ
るよう尽力いたします。 そして、 この状況下でも練習や試合に快く送り出すだけではなく、 試合会場に足を運び
応援をしてくれる保護者や大会運営に関わる方々に、 厚く御礼申し上げます。
リーグ戦を通じ、 サッカー選手として多くの経験を積み、 自身の自立に繋がるような大会にしていきたいと思い
ます。 応援のほど宜しくお願いいたします。

Q

captain

No.8　中島　智香 前所属 東栄中学校

道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。

1 GK 高見 颯希

2 DF 生井 千晶

3 DF 河瀬 悠良

4 DF 鶴間 みのり

5 DF 矢津田 明莉

6 MF 小椋 沙弥

7 MF 高谷 こころ

8 MF 中島 智香

9 FW 駒水 那名

10 MF 金井 里和

11 FW 小林 悠夏

12 GK 河瀬 望乃加

13 DF 澤野 帆乃佳

14 MF 齊藤 瑠唯

15 MF 曽部 妃加里

16 DF 坂尾 光梨

17 MF 國井 麻耶

18 MF 赤松 佑衣

19 FW 杉本 梨愛

20 FW 吉田 有沙

21 MF 日野澤 心夏

22 FW 野田 愛華

23 MF 牛嶋 心海

24 DF 池本 明穂

25 GK 尾形 芽生

26 FW 成田 咲蘭

27 DF 古村 誉

28 MF 舘川 遥菜

29 DF 安達 優菜

30 FW 清家 音々

31 MF 佐藤 菜月

32 MF 江田 依鞠

33 DF 川村 愛桜

34 MF 近藤 花保

35 MF 佐藤 友来

36 MF 吉川 育夢

37 MF 川端 ひまり

38 FW 行天 千絢

39 FW 鈴木 彩日香

40 MF 藤本 柚夢
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氏家　新司

監督

札幌大学女子サッカー部ヴィスタ　[札幌地区 ]
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女子
サッカー部
ヴィスタ

Q
１ 今年のチームの特徴を教えてください。

個々人の能力が高く、 チームのためにハードワークできるチームだと
思います。 今年度は 「アグレッシブでスピーディーな型にはまらな
いサッカー」 をチームコンセプトに掲げていますが、 体現できるチー
ムだと思います。

Q
2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、

ご自身の目標をを教えてください。

心がけていることはポジティブな声かけです。 練習など苦しいことほ
どポジティブに明るく声かけをし、 全員のモチベーションを上げてい
けるように気をつけています。 また、自分自身が全力でプレーしチー
ムを引っ張れるよう心がけています。
DF としてチームを統率し失点を抑え、 チームの勝利に貢献したい
です。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

観ている人を魅了し元気づけられるようなサッカーを体現できるように、 スタッフ
と選手が一丸となり、 一戦一戦全力で戦い、 優勝を目指します。

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

恵まれた環境を提供してくださっている大会運営の方々、 日々の活動を支えてくださるスタッフの方々への感謝の気
持ちを常に持ち、 全力でプレーしていきます。 応援よろしくお願いします。

02

　新型コロナウイルスにより様々な影響がある中、 今大会に関わる全ての皆様に厚く御礼申し上げます。
　日頃から選手達には、 「様々な困難に立ち向かうために逃げずに考え、 解決策を見出していくこと。」、 「協調
性を持ち、チームのために労を惜しまず戦うこと。」この２点を常に心がけるよう活動していただいております。 サッ
カーという競技を通じて、 自らが考え、 主体的に行動し、 将来社会に出ても活躍できる人財になるよう成長し
てほしいです。
　今年度は有観客となり、 ようやく保護者の方々や卒業生に見ていただける機会が得られますので、 是非会場
へ足を運んでいただき、 楽しんでいただけますと幸いです。 応援の程、 宜しくお願い致します。

Q

captain

No.5　諸岡　紬 前所属 常盤木学園高等学校

道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。

2 DF 藤原　胡桃

3 DF 木村　瑠菜

4 MF 東雲　叶夢

5 DF 諸岡　紬

6 MF 板井　紅空 

7 MF 井田　久美子

8 MF 玉川　実奈

9 FW 竹山　智恵

10 MF 大沼　寿々歩 

11 MF 及川　小枝

13 DF 秋田　咲良

14 FW 小野寺　ゆき

15 MF 宇佐美　愛 

16 DF 鈴木　莉瑚

17 GK 吉武　きらら

18 MF 安田　聖羅

19 MF 吉川　夢叶

20 DF 森上　茉耶

21 GK/DF 井園　美咲

22 MF 猪又　月菜

24 DF 片岡　真那

26 DF 志藤　翠衣

27 FW 嘉数　クレア姫麗

28 FW 門脇　もえ
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石井　一矢

監督

北海道大谷室蘭高等学校女子サッカー部　[室蘭地区 ]
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大谷
室蘭
高等学校

Q
１ 今年のチームの特徴を教えてください。

漢字で表すと 「新」 です。
チームが新しくなったからだけではなく、 色々な部分で考えた時にこの漢字が
チームの特徴だと思います。

Q
2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、

ご自身の目標をを教えてください。

何事にも、 自分なりにメリハリをつけるようにしています。
怪我と向き合い、 フルで試合に出場すること。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

私たちは、「全道四冠　全国ベスト8」を目標に掲げているので、絶対優勝します。

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

いつも遠くから支えてくれている家族、地元の友人。 そして近くで支えてくれているチームメイトやスタッフのみなさん、
いつも本当にありがとうございます。 みなさんの期待に応えることができるように、 日々成長していきます。 これから
も応援よろしくお願いします。
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新型コロナウイルス感染症の影響がある中、 開催にあたりご尽力頂いた全ての皆様に、 心より感謝申し上げま
す。 素晴らしいサッカー仲間の中で学ばせて頂けることを大変嬉しく思います。 今大会を通じて、 多くの方の支
えに感謝をしながら、 「私たちも観る方も楽しく、 応援されるチーム」 をモットーに、 多くのことに挑戦すること
で御恩を返していけたらと思います。 チーム一丸となって、 一瞬一瞬を大切に闘いますので、 応援のほどよろし
くお願いいたします。

Q

captain

No.4　中原　碧泉 前所属 BP 函館キルティ U-15

道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。

1 GK 木村 彩乃

2 DF 太田 璃花

3 DF 髙橋 由衣

4 DF 中原 碧泉

5 MF 米田 凪咲

6 DF 丸山 雪月

7 MF 神田 碧

8 FW 𦹀 琳

9 FW 石崎 唯依

10 MF 鈴木 璃萊

11 FW 佐藤 美沙希

12 DF 池野 彩花

13 FW 千葉 由結

14 FW 松田 聖音

15 DF 山田 菜月

16 DF 天野 颯音

17 MF 森永 梨仰

18 DF 加藤 亜唯

19 MF 百石 安里

20 MF 武内 さよ

21 GK 松谷 咲良

22 MF 大沢 恵

23 MF 椎名 小夏

24 DF 白井 ゆら

25 DF 藤原 華梨

26 FW 羽田 莉瑚

27 FW 木田 ゆい

28 DF 松ヶ崎 真珠

29 MF 青木 美翔

30 MF 沼田 咲羽

31 ＦＷ 浅野 未來

32 ＭＦ 濵谷 柚月

33 ＭＦ 森本 結華

34 ＤＦ 木村 愛

35 ＭＦ 山際 心愛井
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後藤　政実

監督

クラブフィールズ ・ リンダ　[札幌地区 ]
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クラブ
フィールズ
・リンダ

Q１ 今年のチームの特徴を教えてください。

中学校の時から一緒にプレーしてきたメンバーも多く、 たくさんの経
験を一緒に積んできたのでチームワークがとてもいい所がリンダの
強味だと思います。

Q

2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、
ご自身の目標をを教えてください。

キャプテンとして心がけていることは、 チーム全体の雰囲気や状況
を見て、 チームのために声をかけることです。 強く言ったりしつこく
言うこともありますが、 それもチームや仲間のために大事なことだと
思っています。
試合ごとに自分の課題が見つかるので、 練習で修正して次の試合
では成果を発揮してたくさん活躍したいです。 そしてキャプテンとし
て頼れる存在になりたいと思っています。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

日々レベルアップして試合では 「勝利」 にこだわって、 皇后杯への切符を勝ち取りたいです！

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

運営に関わって下さっている皆様、 開催してくださりありがとうございます。
リンダのみんなへ
みんながいるおかげで笑いが止まりません。 みんなありがとう！！大好きです。 プレー中も笑顔を忘れないように！！
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今年度は３年振りに予定通り開幕を迎えることができ、 協会並びに大会関係の皆様方には予防対策含
め、 何かと大変な中、 準備段階から調整などを進めていただき、 誠にありがとうございます。
今まで同様に試合ができることに感謝しつつ、 選手一人ひとりが怪我無く、 毎試合ごと競技力の向上
と人間的にも成長し、 よりたくましくなっていくことを願っております。 
保護者の皆様をはじめ、 応援してくださる方へ、 日頃からチームに対してご協力いただき、 またいつも
応援に駆けつけてくださいまして誠にありがとうございます。
新型コロナ感染予防対策に努め、 チーム一丸となって一戦一戦全力で大会に臨んでまいりますので引
き続き応援のほどよろしくお願い致します。

Q

captain

No.４２　長木　希果 前所属 福井野サッカースポーツ少年団

道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。

4 DF 柴田　葵

5 MF 勝谷　玲子

6 FW 東　瑚雪

8 MF 清水川　明里

9 FW 片山　あさ

10 MF 大島　陽菜

11 DF 千田　百恵

14 FW 坂東　美南

15 MF 松浦　あさひ

18 FW 福永　彩恵

21 FW 山崎　悠恵

22 MF 福村　音色

27 MF 渡邉　こはく

29 DF 坪川　真菜

31 FW 土谷　美晴

34 GK 弓立　詩菜

35 DF 中島　来夏

41 DF 成田　ひより

42 MF 長木　希果

43 DF 安藤　美咲

47 FW 齋藤　桃葉

48 FW 宮本　紗和

50 MF 土田　心

53 GK 大村　璃緒

54 DF 山﨑　夏穂

56 GK 丸山　彩

59 GK 五十嵐　亜胡

70 MF 庄谷内　響華

71 FW 櫻井　希歩



11 FW 高橋 來碧

13 MF 中里 綾花

14 FW 本間 詩帆

15 MF 福田 莉子

16 GK 伊藤 楓夏

17 FW 尾崎 柊

18 FW 髙橋 彩羽

19 MF 森口 ねね

20 DF 柳原 瑠夏

22 DF 小林 愛梨

23 MF 西澤 一葉

24 DF 有賀 紗穂

25 MF 田村 もも

26 DF 一ノ瀬 茉月

27 DF 吉田 紗雪

28 FW 小林 陽菜

29 MF 髙橋 凜

30 FW 立田 玲奈

32 MF 梶 結南

43 DF 青木 日向子
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佐々木　滋

監督

北海道リラ ・ コンサドーレ　[札幌地区 ]
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リラ・
コンサ
ドーレ

Q
１ 今年のチームの特徴を教えてください。

ボールを意図的に動かしながら連動して人が動く攻撃的なサッカー
をすることが特徴です。

Q

2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、

ご自身の目標をを教えてください。

プレーを良くしていくために、 学年、 年齢問わずに話し合えるような
チームの雰囲気をつくるように心がけています。
得点に絡むプレーを増やし、 仲間のために走りたいです。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

一戦一戦、 しっかりチームで準備をし、 勝って優勝を目指しています。

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

コロナ禍はまだまだ続いてはおりますが、 サッカーができていることを当たり前だと思わず、 私達に関わってくださる
方々への感謝の気持ちを忘れずに戦いたいです。 応援よろしくお願いします。
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私たち北海道リラ ・ コンサドーレは日本女子サッカーのトップリーグであるな
でしこリーグ ・ WE リーグ参入を目指しています。 チーム一丸となって目標を
達成できるように、 また、 応援して下さる全ての方々へ感動を与えられるよう
なゲームをするために全力で戦います。 応援を宜しくお願い致します。

Q

captain

No.10　宮林　桜生 前所属 祝梅サッカースポーツ少年団

道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。

1 GK 野坂 美咲

2 DF 中尾 咲綺

3 DF 川端 ありさ

4 MF 今立 のどか

5 DF 近田 夏歩

6 DF 遠藤 美音

7 FW 佐々木 由真

8 MF 菅沼 愛

9 FW 垣野 令佳

10 MF 宮林 桜生
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土岐　勝浩

監督

1 GK 中野 美空

12 GK 宮下 雪乃

16 DF 田邉 結希

17 DF 稲村 陽奈

18 FW 榎 静花

19 DF 木下 杏

20 DF 島森 凜杏

21 GK 冨田 桃華

23 MF 福士 華鈴

24 FW 布施 杏和

25 FW 水口 ゆいか

26 DF 山下 可鈴

27 FW 山本 静果

28 DF 佐野 智尋

30 MF 紺野 千咲

31 MF 田中 葵

32 MF 大居 希実

33 MF 佐藤 千幸

34 DF 澤田 美月

36 DF 中村 杏夏

37 DF 西潟 胡花

38 MF 本多 優良

39 DF 眞壁 幸来

旭川実業高等学校　[旭川地区 ]

Q
１ 今年のチームの特徴を教えてください。

団結力が高く、 一丸となって勝利を目指すチームです。

Q

2 キャプテンとして心掛けていること、 工夫していること、 また、

ご自身の目標をを教えてください。

常に周りを意識して行動することと、 誰よりも声を出して、 みんなを引っ張ってい
くことです。 少しでも多く勝利できるよう、キャプテンとして旭川実業女子サッカー
部のこれからのために頑張ります。

Q
3 この大会への意気込みを教えてください。

創部６年目で初の道リーグ参戦ということで、 常に挑戦する気持ちを忘れず、
勝ちにこだわりたいと思います。

感謝を伝えたい方へメッセージをお願いします。

コロナ禍の中で大会を運営して下さる関係者の方々や応援して下さる保護者に感謝し、 監督やコーチの指導の下、
仲間と一緒にその気持ちをプレーで返せるように頑張るので応援よろしくお願いします。

　選手には北海道トップレベルのプレーやオフザピッチの取り組み方を実感し、 これからの成長につな
げて欲しいと願っています。
　日頃から支えていただいている保護者の皆様や運営にご尽力いただいているサッカー協会の方々に
は、 このリーグに参加できることに感謝しつつ、 最後まで全力でプレーする姿を見ていただきたいと
思います。

Q

captain
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道新旗北海道女子

サッカーリーグは、

皇后杯出場をかけ

て、 北海道を代表

する 6 チームが真

剣勝負を繰り広げ

ます。 大会運営に

もチームの一人ひ

とりが携わっていま

す。 HKFA ではお

互いをリスペクトす

る気持ちをさらに高

める た め、 リーグ

に参加するチーム

やスタッフの大会

への思いをご紹介

します。


