2021 WE LEAGUE PRE-SEASON MATCH
2021.04.29 14:00kickoff

vs

Sagamihara gion stadium

MATCH PREVIEW
4 月 24 日（土）より各地で始まった、WE リーグプレシーズンマッチ。ステラは 25 日（日）にアウェイでアルビレッ
クス新潟レディースと対戦し、0-6 で敗戦。新生ステラの初陣は、悔しいスタートとなった。
高さのある相手に対し、セットプレーやクロスボールから失点を許すと、前後半共に 3 失点を喫した。攻撃面でも
１試合を通してシュート１本と、攻守で課題の残る試合となった。
本日対戦する、昨シーズン女王の浦和も高さのあるチーム。
「決定機の 1 つ前のプレーに厳しさを」、北野監督の試合後の言葉の
通り、クロスを上げさせない、そしてセットプレーの場面を作らせ
ないことが今日のゲームの鍵を握りそうだ。
攻撃面では、出し手と受け手の精度をあげ、ボールロストの回数を
いかに減らせるか。マイボールを失なわずに、人数をかけた攻撃で
相手ゴールに迫りたい。
中 3 日と準備期間が短い中でのゲームとなるが、約 5 ヶ月ぶりの
ホーム、相模原ギオンスタジアムでの試合開催。
この日を心待ちにして下さっていたサポーターの皆さんと共に作り
上げるギオンスタジアムの雰囲気の中で、躍動する選手の姿が楽し
みだ。今日は、前回の悔しさを払拭する熱い試合に期待したい。

EVENTS INFO
PRIDE MATCH

ー相模原市人権・男女共同参画課、プライドハウス東京

ステッカーはこちら！

□レインボーを身につけて来た方、先着 100 名さまに、プライドマッチオリジナル
ステッカーをプレゼント！
□LGBTQ 啓発リーフレット配布、啓発ブース設置
□メッセージ動画放映
（プライドハウス東京、WE リーグ岡島喜久子チェア、松原有沙選手）
□レインボーフラッグ掲揚、レインボーのぼり設置

GOODS INFO

プレシーズンマッチ限定プレイヤーズグッズ

オリジナルマスク
価格：700 円（会員割引対象外）
選手・スタッフも愛用中！普段使
いにもピッタリです！
サイズはレギュラーとラージの 2
展開！

□ドライ T シャツ
（価格：通常 3,300 円 会員 3,000 円 ）
□フェイスタオル
（価格：通常 3,000 円 会員 2,700 円 ）

ガチャガチャ
価格：300 円（1 回）
今回は大好評の缶バッジが登
場！ ブラックが背景のクール
なプライドマッチデザイン！

□キーホルダー
（価格：通常 770 円 会員 700 円 ）

LIVE STREAMING INFO
イレブンスポーツで LIVE 配信！！！
スタジアムにいらっしゃれない方は、
ぜひ LIVE 配信をご覧ください！
QR コードより LIVE 配信ページへアクセス！

< 特別協賛社 >
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PLAYERS FILE 2021 - 22

監督

北野 誠

as of Aplil 29

きたの まこと

1967/07/17
出身地：香川県

GK.1
久野 吹雪

DF.2

DF.3

DF.4

すずき あやか

いしだ みなみ

はたなか みゆか

1989/12/27

1997/02/28

1991/05/14

1996/06/28

出身地：神奈川県

出身地：栃木県

出身地：静岡県

出身地：大阪府

DF.5

MF.6

FW.7

MF.8

おおが りさこ

まつばら ありさ

ひらた ひかり

きたかた さえ

大賀 理紗子

畑中 美友香

石田 みなみ

鈴木 綾華

くの ふぶき

北方 沙映

平田 ひかり

松原 有沙

1997/01/04

1995/05/01

1995/05/25

1998/08/27

出身地：神奈川県

出身地：大阪府

出身地：福岡県

出身地：大阪府

MF.10

FW.11

FW.13

MF.14

わきさか れいな

ささき みわ

のじま さくら

いのうえ ひな

脇阪 麗奈

井上 陽菜

野島 咲良

佐々木 美和
1995/05/20

1999/04/25

1999/09/16

出身地：大阪府

出身地：宮城県

出身地：大阪府

出身地：大阪府

DF.15

GK.16

DF.17

DF.18

いけじり なぎさ

こばやし みはる

ふくずみ そら

1999/05/02

工藤 真子
くどう まこ

福住 青空

小林 海青

池尻 凪沙

1997/04/25

1996/12/19

1992/10/12

2002/02/15

出身地：東京都

出身地：熊本県

出身地：神奈川県

出身地：東京都

MF.19

FW.20

MF.21

DF.22

いしだ ちひろ

まつもと まなか

しもやま りこ

いとう じゅり

石田 千尋

伊東 珠梨

下山 莉子

松本 茉奈加

2001/12/20

1999/02/10

1998/08/31

2002/10/02

出身地：東京都

出身地：神奈川県

出身地：青森県

出身地：三重県

MF.23

中山 未咲

なかやま みさき

Official SNS ACCOUNT
twitter

Instagram

facebook

line

youtube

2002/08/22
出身地：神奈川県

三菱重工浦和レッズレディース

・・・監督：楠瀬直木

GK1. 池田 咲紀子

DF2. 長船 加奈

DF3. 南 萌華

MF4. 佐々木 繭

DF5. 上野 紗稀

MF6. 栗島 朱里

DF7. 高橋 はな

MF8. 猶本 光

FW9. 菅澤 優衣香

FW10. 安藤 梢

FW11. 清家 貴子

GK12. 福田 史織

DF13. 長嶋 玲奈

FW14. 植村 祥子

MF15. 柳澤 紗希

MF16. 水谷 有希

MF17. 遠藤 優

MF18. 柴田 華絵

MF19. 塩越 柚歩

DF20. 髙橋 美紀

GK21. 文道 美音

MF22. 一法師 央佳

MF23. 柴山 央菜

FW24. 島田 芽依

DF25. 河合 野乃子

MF26. 丹野 凜々香

FW27. 西尾 葉音

NEXT GAME

NEXT HOME GAME

5 月 8 日（土）13：00

5 月 29 日（土）13：00

vs

佐久総合運動公園陸上競技場

AC 長野パルセイロ・レディース

vs

相模原ギオンスタジアム

大宮アルディージャ VENTUS

