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包括的連携協定

芽室の夢

新時代
進化するスポーツ事業。

C L C Memuro
Sports Vision

－芽室のスポーツ活動に対する提言－

１．Communication

コミュニケーションを大切に
２．Love 

子どもへの愛情を最大に
３．Challenge

夢への挑戦は無限に

「芽室町・芽室町教育委員会・北海道十勝スカイアース包括的連携協定記念イベント」
において宣言（2018.12.23）

芽室のスポーツは新天地へ



スカイアース
協 定 活 動



内山 裕貴
うちやま・ゆうき

１９９５年５月７日生まれ
札幌市出身 １８４㎝／７６㎏

前所属 ガイナーレ鳥取

２０２０年Ｊ３ガイナーレ鳥取
から電撃加入。永坂、松尾らと
高校時代にコンサドーレ札幌U-
18で共にプレーし、各世代別代
表に選出された頼もしいDF。怪
我で長くピッチを離れたが、内
山のプレーする姿を全国中が待
ち望んでいる。持ち前の統率力
と冷静な判断でチームに「うっ
ちーイズム」を注入する。

○夢を実現するために必要なこ
とは
常に夢を口にすること。恥ずか
しがらずに。
○応援する芽室町の皆さんに一
言！
スカイアースと共に全国に名を
轟かせましょう。



永坂 勇人
ながさか・ゆうと

１９９４年５月２２日生まれ
札幌市出身 １８７㎝／８４㎏
前所属 水戸ホーリーホック

昨年７月に十勝中に激震が走っ
たＪ２水戸ホーリーホックから
途中加入。１８７㎝から繰り出
される打点の高いヘディングは
見ている人を魅了する。小さい
頃は背が高いことがコンプレッ
クスであったが、常にサッカー
という夢を追い続け、長身を自
分の武器に変えていった。今年
２シーズン目となる「何だこの
坂！！永坂」はスカイアースの
壁となる。

○夢を実現するために必要なこ
とは？
努力をし続けること、そして夢
を諦めないこと。
○応援する芽室町の皆さんに一
言！
一緒に芽室町を盛り上げていき
ましょう！



長野 聡
ながの・さとし

１９８２年８月２日生まれ
福岡出身 １８５㎝／７８㎏

前所属 バンコクFC

選手兼コーチとしてスカイアー
スを引っ張るベテランDF。２０
０５年からJリーグでプレー、２
０１３年からはタイに挑戦し、
タイのプロリーグで数多くのタ
イトルを獲得した。長野は言う。
「日本とタイの違いはアグレッ
シブの差」当たり前のことが当
たり前ではないことをわかって
ほしいと話す。３年目となる今
シーズン長野の経験はチームの
潤滑油となる。

○夢を実現するために必要なこ
とは？
夢をあきらめないメンタルとそ
れに比例する努力。
○応援する芽室町の皆さんに一
言！
芽室の皆さんいつも応援ありが
とうございます！スカイアース
は十勝から全国へ、そして世界
を目指します！共に作り上げて
行きましょう！！



高木 俊輝
たかぎ・としき

１９９５年１１月９日生まれ
広島県出身 １７２㎝／７２㎏
前所属 JAPANサッカーカレッジ

スカイアースの万能型MF。数多
くのポジションをこなし、正確な
キックでチームの流れを変える。
ピッチでは闘争心溢れるプレーで
チームを引っ張り、ピッチを出る
と明るく愛されキャラとして十勝
を笑顔にする。去年の秋に第一子
が誕生し、責任と覚悟を持って臨
む今シーズンは見ている子供たち
に夢と希望を伝えるに違いない。

○夢を実現するために必要なこと
は？
成功をイメージして、逆算して考
えて、実践すること！
○応援する芽室町の皆さんに一
言！
スカイアースは芽室の子供達の夢
になります！応援よろしくお願い
します！



―２人はいつも一緒にいますね！いつ頃から友好
があったのですか？
曳地「最初は２０１７年ですね。３年前かな？」
堀川「鈴鹿の時だね。」
曳地「堀君が２０１６年に鈴鹿に入って、その次
の年に僕が入ってきた感じですね。」
堀川「鈴鹿で２年一緒にやって、ひっきーが昇格
した年にクビになって・・・（笑）」
曳地「そんな細かいこと言わなくていいから
（笑）」
―お互いの印象を教えてください。
堀川「初めて会った時は、でかっ！！と思って、
今の印象も毎日会うけど、でかっ！！と思ってい
るかな（笑）」
堀川「でも本当に、ひっきーはサッカーに対して
すごく真面目で、そういうところは尊敬していま
す。後けっこう言葉を噛みます。」
曳地「上げて、下げるね～（笑）」
曳地「堀君の印象は最初会った時１個上の先輩と
いうことで、絡みやすかった！話しやすかった！
ことが最初の印象かな。それからどんどん仲良く
なって今の印象は、年上なのか年下なのかわかん
ない。」
堀川「いい意味でも悪い意味でもってことよ
ね？」
曳地「そうそう（笑）それぐらい信頼しているし、
一緒にいて落ち着く存在です。」
堀川「僕がスカイアースに入るきっかけを与えて
くれたのもひっきーでした。
―チームの雰囲気はどうですか？
堀川「チームに来てから感じたことは、若いなと
感じた。上を経験している選手が少ないけど、練
習に対してすごく真面目にやっている良い印象が
あります。」
曳地「僕も堀君と同じかな。それプラスこのチー
ムはこれから上に上がってもおかしくないチーム
だと感じました。」
―今回BOOKを作成するにあたり、コンセプトとし
て芽室町の子供達の夢実現に向けて対談して頂き
ます。
―プロサッカー選手の夢を持ち始めたのはいつで
すか？
堀川「サッカーを始めた小３の時かな。」
曳地「小学校３年生からサッカー始めたけど夢を
持ち始めたのは、小学校６年生。」

堀川 俊大
ほりかわ・としひろ

１９８９年５月２８日生まれ
香川県出身 １６８㎝／６３㎏
前所属 鈴鹿アンリミテッド





高

勝
竜

１９６４年６月１２日生まれ
東京都出身 １７６㎝／７０㎏
２シーズン目を迎え、高監督の
描くストーリーが選手を導く。
育成年代からプロ選手を指導し
てきた指揮官が夢を語る。



―昨シーズンの振り返りをお願いします。
藤川さん（元代表取締役社長）の縁でスカイ
アースの監督に就任したということもあって、
必ず結果を残す覚悟を持って十勝に来ました。
最初は大変でしたけど(笑)就任して初めに取り
組んだことは、チーム全体が同じ方向を向いて
進んでいくことです。チームをまとめていくと
いっても、スタッフの一方的な発言や、リー
ダーシップだけではうまくいきません。選手の
話を聞いて意思疎通をしていくことで信頼関係
ができて、そこではじめて、チームが良くなる
ためのコミュニケーションが生まれます。監督
としてその部分のさじ加減は難しく、昨年は選
手とコミュニケーションを図ることも多かった
と思います。
―高監督の指導者像を教えてください。
基本的な考え方として、人の発想やプレー、意
見は絶対に否定しない。否定から入ってしまう
と選手をダメにしてしまうと思っています。否
定はせず、話を聞いて、指導者の意見を伝える。
しっかりと話し合った最後に指導者が決断する
こと。チームが良くなるためには、スタッフと
選手が一緒に創り上げることが大切です。その
道筋を創り出すのが監督、指導者の役目です。
―今シーズンの目標と課題は何ですか？
今年は多くの新加入選手が加わり、新チームと
して始動した中で選手全員の力が必要です。去
年にも増して、選手とコミュニケーションとっ
ていきたいと考えています。
スカイアースには時間がない。なんとしてもJFL
昇格を実現するため去年とは覚悟を持って戦い
ます。すり合わせるためにもミーティングを多
くなってくるでしょう。チームが一つになるこ
とがカギを握ると感じています。
去年の地決（JFL昇格を決める大会）の戦いも
チームの財産となりました。経験した選手は悔
しさを忘れることはないと思います。JFL昇格に
目標を合わせて、常に高いレベルで日々の練習
から取り組んでいきたいですね。急にうまくな
るわけではないし、急に足が速くなるわけでは
ありませんが、チームの為に粘り強く戦う姿勢
は日頃の練習で獲得することができます。また、
私自身も監督として地決を勝ち抜くための新し
い戦術にもチャレンジしたいと考えています。
―夢についてお聞きします。
―子供たちが夢を実現するために必要なことは
何だと思いますか？
好きなものや挑戦したいことを見つけて、たく
さんチャレンジすることが大切だと思います。
難しいからといって、簡単に諦めるのではなく、
大変でも頑張った先に見えてくることがあるは
ずです。自分が納得するまで頑張ることができ
れば、たとえその夢が叶わなかったとしても、
成長をつかみとっているはずです。プロとして
活躍している教え子の姿を見ていると、プロに
なったことはもちろん素晴らしいことですが、
あきらめず努力した時間こそが彼の財産になっ
ていると感じます。私の伝えたいことは、後悔
しないために精一杯頑張ってほしいということ
です。

―高監督の今の夢はなんですか？
実は監督業が終着点とは思っていなかったんで
すよね。Jリーグの監督をしたいと思ったことも
ありましたが、今の夢はスカイアースをJリーグ
にあげることに尽きます。長くお世話になった
藤川さんの強い想いも聞いていました。Jリーグ
に上がることが難しいということは、はっきり
言って分かっています。それでもその夢に向
かって本気で取り組んでいるのがスカイアース
です。北海道から２つ目のJリーグチームが誕生
した時の一員となる為に、監督として全力を注
ぎます。
―最後に子供たちに一言お願いします。
スクール活動などを通じて子供たちと接してい
て感じることは、今の子供たちは基本的にいい
子で言うことを聞いてくれるけど、おとなしい
子が多いと思います。言いたいことや分からな
いことがあったら、先生や指導者の方々に言っ
てもいいと思います。誰でもたくさん間違いを
して学ぶことができます。自分が思っているこ
とを伝えることで、周りの大人は助けてくれる
はずです。自分からどんどんチャレンジするこ
とが大切です。みんなは私の時代から考えると
良いものを着て、良いものを履いています。そ
のことに感謝できるようになるといいですね。
とても幸せな環境だと思います。家族や先生へ
の感謝の気持ちを忘れずに、夢に向かって頑
張ってください。



北海道十勝スカイアース
アンバサダー



－栗谷アンバサダーにとってサッカーとは？
サッカーは私の憧れです。幼い頃に水泳や剣道など個
人スポーツを始めて、チームスポーツにも憧れを感じ
ていました。やっとの思いで始めたサッカーは大学の
頃で、当時三浦知良選手がブラジルで活躍して、日本
にJリーグが誕生するのではないかと騒がれていた時代
でした。それからサッカーに対して憧れを持つように
なりました。
－栗谷アンバサダーにとってスカイアースとは？
１９９５年に全身のルードボーイズが創設されてから、
気が付くと25年、私の人生の半分です。スカイアース
は私にとって宝物です。宝物といっても眺めているだ
けでは意味がなくて、宝石は磨いて輝きます。磨き方
は様々ですが、私だけでは宝石を磨き上げることはで
きません。みんなで助け合って共にスカイアースをピ
カピカに輝かせたいと思っています。輝いていれば、
人の目に留まりスカイアースは輝きを増すと思います。
私が今サッカーのMCなどで活動できるのは、このチー
ムのおかげです。今の自分を生み出してくれたスカイ
アースはこれからも私の宝物です。
－今シーズンからスカイアースアンバサダーに就任し
ましたが、意気込みをお願いします。
私のできることは全てやります。選手よりも高監督と

の方が年齢が近いし、若い選手は頼み事とかしづらい
と思います(笑)しかし私は、選手から頼まれたことに対
し、必ずYESと答えて内容を聞きます。それはチームの
みんなを信用しているし、チーム、選手を有名にした
い気持ちがあるからです。城GMから「このチームにい
てほしい」と言っていただいたあの日から、嬉しさと
新たな役職で迎えるシーズンがとても楽しみです。
－芽室町はどんな町ですか？
私自身が芽室町でできていると思っています。現在、
職場や自宅は芽室町ではないですが、私はずっと芽室
人。先ほど撮影で嵐山に行きましたけど、笹の葉見た
だけで、芽室町で色々なことを思い出します。時間が
空いた日は、芽室の自宅に帰って景色を見ながらジョ
ギングをしています。当時と変わった景色を見て、昔
に思いをはせながら今の芽室町を感じています。
－栗谷アンバサダーの夢を教えてください。
花火大会やスポーツのMCなどの仕事をさせていただい
ていますが 大きい仕事がしたいとかではなく、その
経験や知識などを子供たちに還元したいです。いつか、
地域の子供が夢を持ち、喜んでもらえるようなイベン
トを創るのが夢。昨年の芽室花火～華音～では私がMC
のサポートをやるから、子供たちをメインMCにして
は？と提案して、子供MCが誕生しました。きっと昨年
MCをやった子供たちはこれから花火を見るたびに、そ
の時の光景を思い出してくれるはずです。そういった
イベントを創り出すことが私の夢です。
－夢のきっかけは何ですか？
サッカーのMCなどで会場に子供が来ているのを見ると、
とても楽しそうなんですよ。子供に喜んでもらうこと
はとても難しいことだと思います。コンサドーレのMC
をさせていただいてから２年目の時に、苫小牧の方か
ら「会場で話しかけてくれた３歳の子供の親です。い
つか、ドームに子供と一緒に見に行きたいです。」と
書いた手紙を頂きました。それから、会場に入館する
際には、常にIDパスに手紙を入れています。その子が
大きくなり、会場ですれ違って、「あの時の僕で
す。」ってなったら嬉しいことですよね。“子供たちと
未来を共有出来たら”と思いはじめたことが夢のきっか
けです。
－芽室町とスカイアースの連携に今後どのようなこと
を期待したいですか？
まずはスタジアムの建設(笑)“今後どんなことをやって
いくか”よりも、この関係がずっと続いてほしいと思い
ます。組織や人が変わって関係がなくなるのではなく
て、無理することなく、できることをみんなで一緒に
やることが重要だと思います。
－最後に子供たちに夢実現に向けてメッセージをお願
いします。
夢を実現させるには、どれだけ“夢のつぼみ”を大きく
させるかだと思います。つぼみを大きくするためには、
水や光が必要です。色々な人と関わり、体験をしてつ
ぼみが膨らみます。今は結果だけを求めて早く咲かせ
ようとはせずに、つぼみを大きくさせている時間だと
自覚しながら、夢に向けて努力してほしいと思います。
また、夢は語っていると叶います。100人に馬鹿にされ
ても、101人目が聞いて導いてくれるかもしれません。
一人では何もできなくても、誰かと一緒なら叶えられ
ることもたくさんあります。今の私にとって、スカイ
アースのチームメイトはまさにそんな存在です。彼ら
と一緒に“十勝からJリーグ”という夢を実現したいと
思っています。決してあきらめることなく、みなさん
もまずは、お父さんお母さんや先生方に夢を大いに
語ってください。

夢は

大いに

語れ







M E M U R O    D R E A M    B O O K


