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女子サッカー

Women’s
 Football

海老名市立今泉中学校

海老名市立柏ヶ谷中学校

兵庫県神戸市立神戸生田中学校

横浜市立飯島中学校

小田原市立白山中学校

FC厚木ガールズ

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

INAC 神戸レオンチーナ

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

FW

MF

DF

MF

MF

私は去年、チームメイトに支えてもらうことが多く
ありました。今年は、苦手なことに対しても努力を
重ねて少しでも多くの試合に出場できるよう頑張り
ます。また試合では1点でも多く取り、チームに貢
献できることを目標にします。

今年は去年よりも多くの試合に出場できるようにし
ます。そのために、日々の練習で、得意なロングシュー
トと2列目から裏に抜ける動きを磨きプレーレベル
を向上させます。そして、チームの勝利に貢献でき
るように責任を持って頑張ります。

私はサイドバックとして、攻撃時に、利き足関係な
く正確にボールを蹴られるように努力し、守備で
は身体を張って相手の攻撃を防ぎます。今年一年、
指導者、仲間、家族、応援して頂いている方々に日々
感謝をしながら過ごします。

私は常に感謝の気持ちを持ち、他者のために行動
できる人間になりたいです。またサッカーの技術だ
けではなく人間力を向上させることで、大きく成長
した姿を見ていただき、私を支えてくださる沢山の
方々に恩返しをしたいです。

私の今年の目標は「誰かのために頑張れる人」に
なることです。そのために全場面でチームのことを
考え、責任を持った言動を心がけます。また活動
を支えてくださっている方々への感謝の気持ちを忘
れずプレーし、チームを勝利に導きます。

會田　明日未

岩木　杏実

小村　琴子

加藤　弥紀

鈴木　陽笑

あいだ　あすみ

いわき　あみ

こむら　ことこ

かとう　みのり

すずき　ひなた
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横浜市立中山中学校 相模原市立中央中学校

愛知県名古屋市立浄心中学校

大井町立湘光中学校

横浜市立丸山台中学校

千葉県船橋市立前原中学校

SEISA OSA レイア湘南 FC U15 SEISA OSA レイア湘南 FC U15

NGUラブリッジ名古屋

SEISA OSA レイア FC U15

Fstudio いのやま Jr. ユース

FC.VIDA ユース

DF DF

GK

FW

FW

MF

私は、１対１の場面の守備で粘り強く戦うことがで
きます。このアピールポイントを活かして仲間と共
に毎試合無失点で終われるように頑張ります。ま
た苦しいときでも私のプレーでチームを鼓舞するこ
とができる選手になります。

私の強みは１対１の場面での守備です。その強み
を活かしてチームに貢献します。また、怪我をせず
一年間やり切れるよう体づくりも大切にします。そ
して活動を支えてくださる方々への感謝の気持ち
をもち、日々の練習に励みます。

私の目標は二つあります。一つ目は年代別の代表
選手に選ばれること。二つ目は全国高校サッカー
選手権で優勝することです。自分の得意な身長を
活かしたプレーとシュートストップで共に頑張って
きた仲間と最高の景色を見れるように頑張ります。

今年は、高校生活最後の年になるので、多くの試
合に出場できるように日々の練習を大切に取り組
みます。そのために、私の負けず嫌いな性格を活
かしながら、仲間と共に協力をして苦しいときも諦
めずに全力で励みます。

私の今年の目標は、去年よりも多くのゴールを決め
てチームの勝利に貢献することです。また、日頃か
ら支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず
に、悔いなく高校生活を終われるように日々の練
習から全力で取り組みます。

私の長所は左右差なくボールを蹴ることができる
ので、ゲームを組み立て、ゴールに繋がるパスを出
すことができます。今年の目標は、チームの勝利
に貢献し仲間を支えられる選手になり、日本一に
なるために日々全力で取り組んでいきます。

鈴木　真央 髙橋　歩花

出濵　花音

初山　光姫

長山　萌花

𠮷 田　 笑

すずき　まお たかはし　あゆか

ではま　かのん

はつやま　みつき

ながやま　もか

よしだ　えみ
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相模原市立上溝中学校秦野市立西中学校

小田原市立千代中学校

私立新島学園中学校

群馬県桐生市立清流中学校

千葉県市原市立有秋中学校

FC 町田ボニータSEISA OSA レイア湘南 FC U15

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

群馬 FC ホワイトスター

群馬 FCホワイトスター

Varzea 千葉 FC

DFMF

FW

MF

MF

FW

私の今年の目標は怪我を治して復帰することです。
去年は怪我をしてからリハビリを続ける苦しい一年
でした。現在は練習ができない分チームサポートを
してチームに貢献します。そして全国大会で戦える
選手になりたいです。

私は日々の練習に全力で取り組む中で、上手くいか
ないときもマイナス面を捉えるのでなく、前向きに
行動します。また全場面で仲間や協力していただ
いている方々のために動き、チームの勝利に貢献
できるよう成長し続けます。

私は足元の技術を活かして得点に繋がるプレーで
積極的にゴールを狙っていき、チームの勝利に貢
献したいです。そして恵まれた環境の中でサッカー
ができている状況に感謝を忘れず、仲間と共に行
動で表現できるようにします。

去年は怪我が多く、思うようにプレーできませんで
した。今年は星槎を背負って戦える選手になれる
よう、人一倍努力をします。そして精神的にも強く
なりチームのために何ができるかを常に考え、貢献
できるように頑張ります。

私は去年、体調不良で練習に参加できず、「復帰走」
という壁を乗り越える日々でした。今年はポジティ
ブに物事を捉え、更に精神的に強くなりたいです。
そして、全場面でチームのことを一番に考えられる
選手になりたいです。

私の今年の目標は、物事を前向きに捉えることで
す。なぜなら、去年辛い練習のとき、失敗し落ち
込むことがありました。今年は失敗をしても下を向
かず、気持ちの切り替えを早くして得意なプレーを
活かしながらチームの勝利に貢献していきます。

小山　明瞳稲毛　芽衣

澤地　陽世

萩原　梨乃

中原　妃菜乃

三 原　 葵

こやま　みんといなげ　めい

さわじ　ひよ

はぎわら　りの

なかはら　ひなの

みはら　あおい

22

2

2

2

2

●出身中学

●出身中学

●出身中学

●出身中学

●出身中学

●出身中学

●前所属チーム

●前所属チーム

●前所属チーム

●前所属チーム

●前所属チーム

●前所属チーム

●ポジション

●ポジション

●ポジション

●ポジション

●ポジション

●ポジション

年

年

年

年

年

年



24 25

千葉県千葉市立みつわ台中学校 藤沢市立明治中学校

寒川町立寒川中学校

小田原市立白山中学校

沖縄県糸満市立兼城中学校

藤沢市立大庭中学校

FC千葉なのはな SEISA OSA レイア湘南 FC U-15

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

Wウイング沖縄 FC

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

DF FW

FW

GK

DF

MF

私の得意なプレーはロングキックです。チームのた
めにロングキックを活かして、勝利に貢献したいで
す。また去年の悔しさを忘れず、自分自身の課題
に対して、一つひとつ向き合うことでウィークポイ
ントを減らします。

私は、去年膝の怪我をし、半年以上プレーするこ
とができませんでした。今年は技術や感覚を取り
戻すために誰よりも努力をします。そして、裏に抜
け出すタイミングや縦に仕掛けるドリブルを活かし
多くの得点を獲り星槎を日本一にします。

私は1年生から試合に出場できるように全力で練
習に取り組みます。そして、全国大会に出場して優
勝ができるように一生懸命練習をします。また、父、
母、祖父、弟にはサッカーが上手くなることで感謝
の気持ちを表したいと思います。

私はサッカーを始めた時期が遅いため、同級生や
先輩方に早く追いつけるように努力します。また、
GKとして星槎のゴールを守っていけるように練習
に取り組みます。そして、サッカーだけではなく、
学習面も向上させるように頑張ります。

私はチームが全国大会に出場できるように努力し、
1年生から誰にも負けず、スターティングメンバ―
として出場できるよう日々の練習を意識して取り組
みます。そして、何事にもチャレンジする気持ちを
忘れず三年間を過ごし成長します。

私は1年生からチームに貢献できるように日々の練
習から手を抜かず精一杯頑張ります。また、私生
活でも自分に足りないものを見つめ直し改善する
努力をします。私の長所は突破力です。私の突破
力でチームを優勝まで導きたいと思います。

山 本　 怜 吉澤　美波

新井　萌秋

小池　麻衣

国吉　花吏埜

小石川　叶夢

やまもと　れい よしざわ　みなみ

あらい　めあ

こいけ　まい

くによし　かりや

こいしかわ　かなめ
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秦野市立南が丘中学校秦野市立大根中学校

埼玉県さいたま市立植水中学校

湯河原町立湯河原中学校

群馬県館林市立第四中学校

埼玉県加須市立大利根中学校

SEISA OSA レイア湘南 FC U15大和シルフィード

プロメテウス EC

SEISA OSA レイア湘南 FC U15

白岡 SCL

白岡 SCL

FWMF

MF

MF

FW

DF

私は学校生活を通じて誰からも愛され、信頼され
る選手や人間になることに努めます。また、支え
てくださる方々への感謝の気持ちをプレーに表し、
全国大会では誰も成し遂げられなかったことに挑
戦し、星槎に新たな歴史を残します。

私はサッカーを通じてコミュニケーション能力を高
め、仲間と協力をして全国優勝を目指します。また、
今までお世話になった方々への感謝の気持ちを忘
れず、失敗を恐れずに挑戦し、1年生から試合に
出られるように頑張ります。

私は1年生から試合に出場しチームに貢献できる
よう全力で頑張ります。また、将来のことを考えて
学習面に対しても努力し、文武両道を実現できる
ように頑張ります。そして、寮生活を通じて人間性
を高められるように頑張ります。

私はチームの代表として試合に出場できるように
日々の練習を頑張りながら、人間性も高められる
ように取り組みたいと思います。自分の長所である
「諦めない心」で星槎らしいサッカーをし、全国大
会の優勝を目指します。

私は前所属チームでどのような困難にも負けずに
練習や試合に臨んできたことを活かし、星槎でも
先輩方を見習い、学習と練習の両立を目指して頑
張ります。また、寮生活を通じて社会での生活や
仲間との付き合い方等も学びたいと思います。

私の特徴は「汗かき屋」です。星槎では今まで以
上に基礎練習を大切にし、状況に応じた判断がで
きるような選手になります。そして、「どんな場面で
も顔を出せる選手」となり、星槎のサッカーを体現
して日本一を獲得したいと思います。

齋 藤 麻 琴駒澤　茉歩

坂本 優羽莉

鈴 木 碧 華

周 藤 結 椛

坪 井 茉 凛

さいとう　 まことこまざわ　まほ

さかもと　ゆうり

すずき　あおか

しゅうとう　ゆうか

つぼい　まりん
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長野県飯田市立飯田西中学校 愛知県碧南市立東中学校

山梨県笛吹市立石和中学校

群馬県伊勢崎市立第一中学校

横須賀市立武山中学校

青森県十和田市立甲東中学校

FCシュロス松本 FC刈谷 al-futuro レディース

武田消毒ジェイド FC

群馬 FCホワイトスター

横須賀シーガルズ JOH

五戸町スポーツクラブ

MF MF

MF

FW

FW

MF

私は毎日の練習に全力で取り組み、星槎で活躍で
きる選手になれるように努力します。そして、全日
本高校女子選手権大会に出場し、優勝を目指しま
す。また、サッカーだけでなく学習面との両立にも
励み、規則正しい生活をおくります。

私の夢は全国大会で優勝することです。そのため
に一日一日を大切にし、努力を重ね、レベルアップ
を図りたいと思います。また、学校生活や寮生活
を通じて色々な人と関わり、星槎でしか学べないこ
とを身に付けていきたいと思います。

私は両親やお世話になった方々への感謝を忘れず、
恩返しができるように日々の練習に対して全力で取
り組みます。そして、何事にも妥協することなく、「文
武両道」の精神で自分の夢に向かって努力し、人
間力の向上を目指します。

私は1年生から試合に出場できることを目標に、
毎日の練習をチームメイトと共に全力で、そして楽
しみながら取り組みます。また、全国大会での優
勝を夢とし、学校生活においては学習面にも力を
入れ、苦手なことを克服できるように頑張ります。

私は星槎にとって必要不可欠な選手になれるよう
に、どんなにつらいときでも努力し、見ている方々
が楽しくなるような選手を目指して練習に励みます。
そして、自分の長所である「決定力」を活かし、全
国大会で優勝ができるように頑張ります。

私の夢は世界で活躍できるプロサッカー選手にな
ることと、全国大会に出場して優勝することです。
この二つを叶えるために、サッカーのスキルアップ
は勿論、人間性も高められるように学校生活の中
で沢山のことを学んでいきたいと思います。

中島 咲友菜 中 野 希 音

原 田 和 奏

堀 地 椋 音

東 村 　 心

宮 本 和 心

なかじま　さゆな なかの　ねね

はらだ　わかな

ほりち　りおん

ひがしむら　ここ

みやもと　なごみ
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剣道

Kendo

香川県まんのう町立満濃中学校

香川県高松市立龍雲中学校

まんのう町立満濃中学校剣道部

高松市立龍雲中学校剣道部

二段

二段

私の得意技は相手が反応をする前に打つ「飛び込
みメン」です。また、相手よりも一瞬速く打つ「相メン」
も得意なので、技に磨きをかけ、三年時のインター
ハイ予選の決勝では同学習センターの岩部龍馬君
と対戦し、県個人1位・2位を目指します。

私の得意技は相手を誘い込み、出てくるところにメ
ンを打つ「出頭メン」という技です。現在は基礎体
力や筋力の向上に取り組み、どんな状況でも1本
が取れることを意識しています。インターハイでは
全国個人 3位を目標にしています。

牛 田　 燈

岩部　龍馬

うしだ　ひのと

いわぶ　りょうま

2

2

徳島県阿波市立吉野中学校横浜市立六角橋中学校

徳島 JFC 吉野川オーレ横須賀シーガルズMEG

MFMF

私は1年生から試合に出場ができるように、常に
自己の課題と向き合い練習に取り組みます。そし
て、人間力を向上させて尊敬される選手になりま
す。また、私の長所は正確なスルーパスを出すこ
とです、その長所を活かして勝利に貢献します。

私はこの 4月でサッカー歴が10 年となります。そ
して、星槎の一員になれたことを嬉しく思いこれ
から始まる活動を大変楽しみにしています。また、
私の目標はいつどんなときにでも自分のベストパ
フォーマンスを発揮できる選手になることです。

安 岡 若 葉望 月 心 咲
やすおか　わかばもちづき　みさき

11

（星槎国際高松）

（星槎国際高松）

●出身中学 ●出身中学

●出身中学

●出身中学

●前所属チーム ●前所属チーム

●前所属チーム

●前所属チーム

●ポジション ●ポジション

●段　位

●段　位

年 年

年

年


