
 

 

 

2020年3月17日 

株式会社エルフェンスポーツクラブ 

ちふれASエルフェン埼玉 
 

株式会社エルフェンスポーツクラブ新役員就任と 

「ちふれASエルフェン埼玉」2020シーズン 新体制について 

 

 株式会社エルフェンスポーツクラブ ちふれＡＳエルフェン埼玉（事務所所在地：埼玉県飯能市）は、2020年4月1

日付で代表取締役会長の役職を新設し、元サッカー日本代表選手であり、サッカー日本女子代表監督を務めた宮内 

聡（みやうち さとし）氏を迎えることとなりました。また、代表取締役社長にアルビレックス新潟の元代表取締役

社長であり、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 前専務理事の田村貢（たむら みつぐ）氏が2020年3月1日に

就任したことをお知らせいたします。 

■氏名     宮内 聡（みやうち さとし） 

■生年月日     1959年11月26日 

■出身地           東京都 

■選手歴   1975年～1977年 帝京高校 

1978年～1988年 古河電気工業 

（現ジェフユナイテッド市原・千葉） 

  ■代表歴     1979年 FIFAワールドユース選手 

      1986年 FIFAワールドカップ・アジア予選 

      1986年 アジア競技大会 

1988年 ソウルオリンピックのサッカー競技予選 

（国際Aマッチ20試合出場） 

 ■指導歴   1988年 奥寺康彦サッカー教室 アシスタントコーチ 

                        1989年～1998年 プリマハムFC監督 

                        1995年～1996年 日本女子代表 コーチ 

                        1997年～1999年 日本女子代表 監督 

                        2000年～2020年 成立学園高校サッカー部 監督・総監督 

■代表取締役会長 宮内 聡（みやうち さとし）コメント  

この度、ちふれASエルフェン埼玉の代表取締役会長に就任させて頂くこととなりました。 

全員でコミュニケーションを図り、選手・スタッフが同じイメージを共有し、しっかりとプロセスを踏みながらエ

ルフェンのサッカーをつくり上げていきます。これまでの経験をクラブに還元し、皆様から愛されるクラブ、強い

チームをつくり、日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、地域の皆

様と共にちふれASエルフェン埼玉が更に大きく飛躍できるよう努めて参ります。 

今後とも、ご支援ご声援賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 



 

    ■氏名  田村 貢（たむら みつぐ） 

    ■生年月日 1962年4月13日 

    ■出身地  新潟県 

    ■経歴  1995年 株式会社アルビレックス新潟 

     （当時：アルビレオ新潟FC） 入社  

   1999年 株式会社アルビレックス新潟  

        取締役・経理部長 就任 

      2005年 株式会社アルビレックス新潟 

     常務取締役 就任 

   2009年 株式会社アルビレックス新潟 

        代表取締役社長 就任（2016年 12月退任） 

      2017年 一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

  専務理事 就任（2020年1月退任） 

                                 

■代表取締役社長 田村 貢（たむら みつぐ）コメント 

ちふれASエルフェン埼玉の代表取締役社長に正式に就任させて頂き、責任の重さと期待の大きさを感じております。

多くの方に選手が輝き、活躍する姿をスタジアムで観戦して頂き、ファン・サポーター、後援会、自治体、パート

ナー企業の皆様に愛され、支えられるチームを目指します。併せて、地域の女子サッカーの普及や選手の育成に積

極的に取り組み、地域のスポーツ文化の発展や選手の強化に貢献できるようクラブとして注力していきます。 

今後とも、地域の多くの皆様からのご声援とご支援を、宜しくお願い申し上げます。 

 

 現在、世界的な新型コロナウイルスの影響で、リーグの第1節・第2節が延期されることになりましたが、2020

シーズンは、新ＧＭに就任した元INAC神戸レオネッサ監督の鈴木 俊（すずき しゅん）氏、2018シーズンからチ

ームを率いる菅澤 大我（すがさわ たいが）監督、新キャプテンであるDF高野紗希（たかの さき）選手をはじめ

とする選手、スタッフとともに、「邁進」をスローガンとし、一丸となってなでしこリーグ2部優勝を目指しており

ます。 

 

■GM 鈴木 俊（すずき しゅん） コメント 

日頃よりちふれASエルフェン埼玉を応援いただきありがとうございます。 

これまで女子サッカー界に7年間携わった経験を活かし、なでしこリーグを代表        

する強く華のあるチーム作りを目指します。トップチームの強化はもちろん、育成カ  

テゴリーの整備、スクール活動の拡大を図り、地域の皆様に応援されるクラブになる

よう責任と誇りを持ち貢献していきます。 

今後ともご声援ご支援をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

    



 

   ■監督 菅澤 大我（すがさわ たいが） コメント 

 チームスローガンである「邁進」のなか、これまで積み上げてきたものを新しい力

と共に発揮し、我々の目指すサッカーで突き進みます。 

ちふれらしく魅力あるサッカーを展開し、日頃より支えてくださるファン・サポー

ターの皆様、パートナー企業の皆様、地域の皆様の期待に応えられるよう、今シー

ズンに挑みます。 

 

■キャプテン 高野 紗希（たかの さき） コメント 

今まで築き上げてきた土台に新たな戦力を加え、新シーズンに挑みます。 

菅澤監督の目指すサッカーにさらに磨きをかけ、チームが目指す方向性を見失わ

ないようリーダーシップをとり、いつもクラブを支えて下さる方々に楽しんでい

ただけるよう、チーム一丸となって戦い抜きます。 

 

■副キャプテン 木下 栞（きのした しおり） コメント 

 昨シーズンは悔しいシーズンとなってしまったので、今シーズンは更なる        

成長と共に結果にこだわりチーム一丸となって闘います。 

              また応援してくださる方や地域の皆様に楽しいと思ってもらえるような魅力的な 

 サッカーをお見せできるよう、1日1日を大切に一生懸命頑張ります。 

 

■副キャプテン 薊 理絵（あざみ りえ） コメント 

今シーズン副キャプテンをさせて頂くことになりました。しかし、副キャプテンだ

からと言って、やる事は何も変わりません。副キャプテンとしてとかではなく、自

分の立場や責任、自覚やこのチームへの想いが伝わるようなプレーが常に出来るよ

う、そして何よりそれを結果で証明できるよう望みます！ 

今シーズンも地域の皆様と共に新シーズンに挑みます。 

 

■2020シーズン新体制について https://www.as-elfen.co.jp/player/2020/  

 

＜コーチングスタッフ> 

監督    菅澤 大我 

ヘッドコーチ兼GKコーチ  山郷 のぞみ 

コーチ    新福 優 

アシスタントコーチ  野寺 和音 

フィジカルコーチ   関 大悟 

フィジカルコーチ   久保 篤史 

メディカルチーフトレーナー  大饗 将司 

メディカルトレーナー  服部 圭祐 

チームドクター   村尾 頼一 
2020シーズン チーム集合写真 

https://www.as-elfen.co.jp/player/2020/
https://www.as-elfen.co.jp/player/2020/


 

<選手>  

背番号 ポジション 氏名  出身地 前所属チーム     

1 GK  浅野 菜摘 神奈川 JFAアカデミー福島    

2 DF  木下 栞  大阪 AC長野パルセイロ・レディース   

3 MF  松井 彩乃 群馬 マイナビ・ベガルタ仙台レディース 

4 DF  橋沼 真帆 宮城 JFAアカデミー福島    

5 DF  木﨑 あおい 埼玉 浦和レッドダイヤモンズレディース   

6 MF  田嶋 みのり 東京 東洋大学      

7 MF  薊 理絵  東京 埼玉平成高等学校     

8 FW  河野 朱里 神奈川 INAC神戸レオネッサ    

9 FW  山本 菜桜美 山梨 スフィーダ世田谷FC    

10 DF  高野 紗希 大阪 吉備国際大学Charme   

11 MF  長野 風花 東京 仁川現代製鉄レッドエンジェルズ   

13 FM  吉谷 茜音 山口 大阪体育大学     

14 DF  西澤 日菜乃 埼玉 ちふれASエルフェン埼玉マリ   

16 FW  山田 仁衣奈 愛知 早稲田大学ア式蹴球部女子部 

17 MF  橘 麗衣  愛知 ニッパツ横浜FCシーガルズ 

18 FW  荒川 恵理子 東京 日体大FIELDS横浜    

19 MF  西山 裕香 埼玉 ちふれASエルフェン埼玉マリ   

21 GK  福元 美穂 鹿児島 INAC神戸レオネッサ    

22 MF  鈴木 紗理 東京 慶応義塾体育会ソッカー部女子 

23 MF  中村 ゆしか 東京 AC長野パルセイロ・レディース   

27 GK  高橋 麻美 新潟 ASハリマアルビオン    

28 MF  上辻 佑実 大阪 日テレ・ベレーザ     

29 MF  祐村 ひかる 大阪 武蔵丘短期大学CIENCIA    

31 FW    ☆ 吉田 莉胡 埼玉 ちふれASエルフェン埼玉マリ    

  新加入選手  ＿復帰選手＿ ☆2種登録 

 

■2020シーズン試合日程（予定）について 

https://www.as-elfen.co.jp/game/2020/   

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、リーグにより、3月中に予定していた第1節、第2節は延期となりました。 
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