
Forza! Vegalta Sendai Ladies

2015シーズンも最高峰の
プレナスなでしこリーグで！

皇后杯で初のベスト4
勢いに乗って頂点を目指す！
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ベガルタ仙台レディース

国内最高峰であるプレナスなでしこリーグの２年目。ベガルタ仙台レデ
ィースはレギュラーシリーズで10チーム中７位となり、エキサイティング
シリーズでは下位リーグに回ったが、第４節で残留を決めた。最終的
には５勝１敗０分けで、下位リーグの１位で全日程を終了。来シーズン
は、今季の経験を糧に優勝を目指す。

ベガルタ仙台レディースは「第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大
会」に3回戦から登場。初戦に５-０で快勝すると、ユアスタで開催された準々
決勝でも、プレナスなでしこリーグの岡山湯郷Belleを６-１と圧倒した。ベ
スト4進出は初の快挙。勢いに乗って頂点を目指す。

  開催日 キックオフ 対戦カード 会場 結果

 3回戦 12月14日（日） 11：00 アンジュヴィオレ広島 三木総合防災公園陸上競技場 5○0

 準々決勝 12月21日（日） 14：00 岡山湯郷Belle ユアテックスタジアム仙台 6○1

 準 決 勝 12月28日（日） 11：00 日テレ･ベレーザ 味の素フィールド西が丘 ̶

 決　　勝 1月1日（木祝） 14：15 （未　定） 味の素スタジアム ̶

 第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会日程 ※決勝は進出の場合

 節 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 結果

 1 8月31日（日） 16：00 FC吉備国際大学Charme 岡山県津山陸上競技場 4○0

 2 9月6日（土） 16：00 伊賀フットボールクラブくノ一 ユアテックスタジアム仙台 4○0

 3 10月5日（日） 13：00 ASエルフェン埼玉 川越運動公園陸上競技場 4○0 

 4 10月13日（月祝） 14：30 FC吉備国際大学Charme 角田市陸上競技場 3○0

 5 10月19日（日） 13：00 伊賀フットボールクラブくノ一 上野運動公園競技場  0●2    

 6 11月1日（土） 13：00 ASエルフェン埼玉 ユアテックスタジアム仙台  3○2 

 順位 　　　チーム名 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点  

 1 ベガルタ仙台レディース 23 6 5 0 1 18 4 +14  

 2 ASエルフェン埼玉 18 6 4 0 2 10 9 +1  

 3 伊賀フットボールクラブくノ一 14 6 3 0 3 7 7 0  

 4 FC吉備国際大学Charme 0 6 0 0 6 1 16 -15

 プレナスなでしこリーグ2014 エキサイティングシリーズ下位リーグ　試合日程／結果

 エキサイティングシリーズ下位リーグ 順位表

千葉梢恵（ちば  こずえ） 選手
【ポジション】　DF
【生年月日】　1991年10月7日
【身長体重】　168cm 59kg
【出 身 地】　宮城県

【経　　歴】　リトルスターズ － 常盤木学園
高 － 早稲田大学 － リトルスタ
ーズ

【代 表 歴 】　2008年 U‐17日本女子代表／
2009年 U-19日本女子代表候補

万屋美穂（まんや  みほ） 選手
【ポジション】　DF
【生年月日】　1996年11月5日
【身長体重】　159cm 52kg
【出 身 地】　大阪府

【経　　歴】　スペランツァFC高槻ピンキー
ズ － 塚原サンクラブ － FCヴィ
トーリア － 日ノ本学園高

【代 表 歴 】　2011年 U‐16日本女子代表／
2012年 U‐17日本女子代表／
2013年 U-19日本女子代表

西川明花（にしかわ  あすか） 選手
【ポジション】　FW
【生年月日】　1992年4月22日
【身長体重】　166cm 59kg
【出 身 地】　北海道

【経　　歴】　札幌西サッカースポーツ少年団 
－ クラブフィールズ・リンダ － 
北海道文教大学明清高校 － 
FC吉備国際大学Charme

【代 表 歴 】　2009年・2010年 北海道国体選抜／　
2012年 U-20日本女子代表／
2013年　ユニバーシアード日本女子代表

2015シーズン新加入内定選手 （2014年12月17日時点）　
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　今日はお忙しいなか、集まっていただきありが
とうございます。私事ですが、今シーズンで現役
を引退することを決断いたしました。
　チームの中ではいろいろな状況におかれてい
る選手もいる中で、この決断ということがどうい
う風にとらえられるのかわからない部分もあるの
ですが、自分としてはプロの選手としてのひとつ
の大きな決断だったと皆さんには理解してほし
いと思うし、尊重してもらいたいと思います。
　それから、ファンやサポーターの皆さんに、少
し報告が遅れてしまったことをこの場をお借りし
てお詫びしたいということと、チーム状況が残留
争いという中で、自分のことであまり気を使って
ほしくないなという思いもありましたし、選手とし
て最後までやりきってから自分の意志を伝えよう
と思っていましたけれども、なんとか（J1）残留を

決めることができて、少しでも早くファンの皆さん
に報告するというところで、今日は急遽こういう
会見を開かせていただくことにしました。
　自分としては、選手として、まだ一試合が残っ
ていますし、みんながどういう状況であろうとも、
選手である以上、最後まで精一杯戦うことは、や
らなければいけないと思っていますし、最終戦で
ベガルタ仙台はここ数年勝てていないので、なん
としても来年につながるゲーム、それから選手一
人ひとりが次の人生に向けてつながっていく、プ
ロフェッショナルな戦いをして最後を迎えたいと
思っています。
　あらためて、サポーターの皆さんの前でご挨
拶できるときがあるかと思いますので、そのとき
にはまた、サポーターの皆さんの前でしっかり報
告して、感謝の気持ちを述べたいと思っています。

選手去就についてお知らせ

現役引退選手
◆柳沢 敦（やなぎさわ　あつし）選手
【経　　歴】小杉SSS － FCひがしジュニアユース － 

富山第一高 － 鹿島アントラーズ － サンプ
ドリア/イタリア － メッシーナ/イタリア － 
鹿島アントラーズ － 京都サンガF.C. － 
ベガルタ仙台（2011年加入）

【通算出場記録】J1リーグ戦：370試合出場108得点
 カップ戦：64試合出場14得点
 天皇杯：35試合出場10得点
【代  表  歴】日本代表：58試合出場17得点

◆原田 圭輔（はらだ けいすけ） 選手
【経　　歴】札幌ジュニアFC－札幌ジュニアFCユース

－藤枝東高－筑波大－ベガルタ仙台
（2011年加入）－ 栃木SC（期限付き移
籍）－ FC町田ゼルビア（期限付き移籍）

期限付き移籍期間満了選手
◆八反田 康平 （はったんだ こうへい） 選手
【経　　歴】鹿児島中央高 ‒ 筑波大学 ‒ 清水エスパ

ルス ‒ ベガルタ仙台（2014年加入）
【出場記録】2014年Ｊ1：3試合出場0得点／カップ戦：4試

合出場0得点／天皇杯：1試合出場0得点

移籍選手
◆武藤 雄樹（むとう　ゆうき）選手
　　　　　→浦和レッズへ完全移籍
【経　　歴】FCシリウス ‒ FC湘南ジュニアユース ‒ 武相高 

‒ 流通経済大 ‒ ベガルタ仙台（2011年加入）
【通算出場記録】J1リーグ戦：70試合出場6得点／カップ戦：15

試合出場2得点／天皇杯：6試合出場2得点

◆角田 誠（かくだ　まこと）選手
　　　　　→川崎フロンターレへ移籍
【経　　歴】宇治巨椋ボンバーズＳＣ－京都パープルサ

ンガＪｒユース－京都パープルサンガユース
－京都パープルサンガ－名古屋グランパス
エイト－京都パープルサンガ－京都サンガ
F.C. － ベガルタ仙台（2011年加入）

【通算出場記録】リーグ戦：（J1）295試合出場19得点・（Ｊ2）
49試合出場0得点／カップ戦：47試合出
場4得点／天皇杯：（Ｊ1）20試合出場2得
点・（Ｊ2）2試合出場0得点

契約満了選手
◆中原 貴之（なかはら　たかゆき）選手
【経　　歴】山口SC － 川西中 － 多々良学園高 － 

ベガルタ仙台（2003年） － アルビレックス
新潟（2006年） － ベガルタ仙台(2007年)

【出場記録】2014年Ｊ1：3試合出場0得点／カップ戦：1
試合出場0得点／天皇杯：出場なし

◆鈴木 規郎（すずき　のりお）選手
【経　　歴】ジェフユナイテッド市原Ｊｒユース － 八千代

高 － ＦＣ東京 － ヴィッセル神戸 －アンジ
ェ スコ（フランス） － 大宮アルディージャ － 
ベガルタ仙台（2014年加入）

【出場記録】2014年Ｊ1：10試合出場0得点／カップ戦：4試
合出場0得点／天皇杯：1試合出場0得点

◆桜井 繁（さくらい　しげる）選手
【経　　歴】長田小スポーツ少年団 － 境第一中 － 

境高 － 駒澤大 － モンテディオ山形 －
ヴァンフォーレ甲府 － ベガルタ仙台
(2009年加入)

【出場記録】2014年Ｊ1：1試合出場0得点／カップ戦：2
試合出場0得点／天皇杯：出場なし

◆佐々木 勇人（ささき　はやと）選手
【経　　歴】塩釜ＦＣＪｒユース － 塩釜ＦＣユース － 大

阪学院大 － モンテディオ山形 － ガンバ
大阪 － ベガルタ仙台（2013年加入）

【出場記録】2014年Ｊ1：10試合出場0得点／カップ戦：4試
合出場0得点／天皇杯：1試合出場0得点

2015シーズン新加入内定選手
◆キム ミンテ（KIM MIN-TAE）選手
【ポジション】MF
【出 身 地】大韓民国
【生年月日】1993年11月26日
【身長体重】187cm 78kg
【所 属 歴】光云大学(2012～2014)
【選 抜 歴】U-18韓国代表

◆西村 拓真（にしむら たくま）選手
【ポジション】FW
【出 身 地】愛知県
【生年月日】1996年10月22日
【身長体重】178cm　71kg
【所 属 歴】名東クラブジュニア ‒ 名東クラブジュニア
ユース ‒ 富山第一高等学校サッカー部
【選 抜 歴】2012年　ぎふ清流国体　サッカー少年男子　
富山県代表、2013年　北信越選抜、2014年　第92回全
国高等学校サッカー選手権大会 優勝 （同大会 優秀選手）
2014年　第74回ベリンツォーナ国際ユースサッカー大会（ス
イス）出場

◆茂木 駿佑（もてぎ　しゅんすけ）選手
【ポジション】MF
【出 身 地】東京都
【生年月日】1996年10月2日
【身長体重】168cm 64kg
【所 属 歴】F.C. BRILLO － 柏レイソルU-12 － 柏
レイソルU-15 － ベガルタ仙台ユース
※2014シーズン　ベガルタ仙台　トップ2種登録
【選 抜 歴】2012年 ぎふ清流国体 サッカー少年男子 宮城県代表

復帰選手
◆奥埜 博亮（おくの ひろあき）選手
 V・ファーレン長崎より復帰

◆石川 慧（いしかわ けい）選手
 ブラウブリッツ秋田より復帰

12月4日(木)、柳沢敦選手引退記者会見を行いました。

（2014年12月22日時点）　
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15：20～ 選手からのプレゼント抽選会15：40～ 表彰式15：50～ 齋田由貴主将挨拶

15：55～ お見送り

14：55～ サイン会・撮影会

左から粉まみれの各チーム
アンカー坂井、高良、長船、川島。

皆さん分かりましたか？

借り物リレー
若手選手が網くぐりに挑戦

「チームメイトも大好きですが、
皆さんのことも大好きです！」の

絶叫にサポーターの方々から大拍手！

各チームＭＶＰには
レプリカユニフォームに
選手がサインをして
プレゼント

ＭＶＰの子どものかわいさに
選手たちはメロメロ

アンカーは最後に粉の中からマ
シュマロを探します

サポーターの持つ番号のクジを引く浜田遥

プレゼントを渡す髙橋奈々

その髙橋の浴衣写真を
プレゼントにした嘉数飛鳥

プレゼントを渡す川島はるな。当選
した人は皆さん大喜びでした

写真撮影に応じる鮫島彩

真剣な表情の山本りさ

笑顔で握手のブリトニー選手 Ｔシャツにサインを
する高良亮子

優勝したＤチームの皆さんには
２０１５シーズンのホームゲーム
ペアチケットをプレゼント

最後は佐藤常務の音頭で三本締め

選手・スタッフ全員で
お土産のフルーツを

手渡してお見送りしました。
ありがとうございました

運動会はＤチームの優勝！鮫
島を筆頭にみんな大喜び

ユニフォームにサインをす
る坂井優紀と田原のぞみ

フラフープ跳びをしながら
走る千葉監督と鮫島彩
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今年も宮城大学様のご協力の
下、11月16日「２０１４　ＳＯＣ

ＩＯ　ＬＡＤＩＥＳ　ファン

感謝の集い」が開催されました
。今年は宮城大学体育館にて

、選手・スタッフと一緒

に楽しめる運動会形式の催し
や、サイン会・撮影会、選手か

らのプレゼント抽選会も

おこなわれ、大いに盛り上がり
ました。なでしこリーグの激闘を

戦い抜いた選手たちを

支えてくださったサポーターの方
々のご来場、誠にありがとうご

ざいました。

13：15～ 選手・スタッフ入場

13：25 準備体操

13：35 運動会開催

綱引き
西川社長も竹鼻取締役も必死の形相(？)で綱を引きます

玉入れ
童心に返って玉入

れ対決！

上辻佑実がフラワーハット、鮫島彩
がサンタ帽で登場！

まさかの同点で玉入れ
ＰＫ戦がおこなわれました

玉をたくさん持って意気込む
鮫島彩と安本紗和子

子どもたちと
声を掛け合い
ながら綱を引
く髙橋奈々

今年も正木裕史コーチ率いる「マサキ
ングブラザーズ」が準備体操を指導

サポーターの方々と話をしながら
準備体操をする主将の齋田由貴

ブリトニー・キャメロ
ンはさすがの迫力

フラワーハットを被っ
て綱を引く小野瞳

気合いの入った表情
の齋田由貴

勝ったチームは大喜び！

運動会開催

司会は嘉数飛鳥と
高良亮子！

選手みんなで
玉の数を数えます

意気込みが実って
見事に勝利！

13：20 ご挨拶

ベガルタ仙台レディースへの１年間
のご支援に感謝し、皇后杯への強
い意気込みも語りました




