
スフィーダ世田谷 FC オフィシャルチアリーダーズ 

“SFIDA ZAFFIRO” 

結成及び初代メンバー募集のお知らせ 

 

 

 

<結成のお知らせ> 

この度、スフィーダ世田谷 FC(特定非営利活動法人スフィーダ)はオフィシャルチアリー

ダーズ“SFIDA ZAFFIRO”を結成いたします。 

 ZAFFIRO（ザフィーロ）それはイタリア語で「サファイア」を表します。  

 ZAFFIRO は“誠実で意思を強く持ち、どんな困難にも立ち向かうことで人々の挑戦

(SFIDA)を後押しする”宝石。  

私たちはスフィーダ世田谷 FC に関わる全ての方々の ZAFFIRO（サファイア）になります。  

  

当たり前が当たり前ではなくなった日常で感じる想いを SFIDA ZAFFIRO で、心が満たさ

れるような世界であって欲しいと願っています。  

スフィーダ世田谷 FC サポーターとの一体感を生み出し、エンターテイメント溢れる会場を

創り出します。 

試合の応援やイベント、地域貢献活動への参加など、世田谷に根ざした活動を行ってまいり

ます。 

 

 

<SFIDA ZAFFIRO について> 

【SFIDA ZAFFIRO の理念】 

STELLA  ZAFFIRO(スターサファイア）をモチーフとし、光を浴びると 6 条のラインが

現れる宝石と言われています。 

人々のロールモデルとして、老若男女に憧れられる存在を目指します。  

「自分らしさ」を少しでも表現しやすく、多様性を認め合える環境を後押ししていく存在に

なります。  

 

 



 

【SFIDA ZAFFIRO のチームイメージ】 

・SFIDA（スフィーダ）・・・・変化を恐れず常に挑戦し続け、そのための努力を惜しま

ない。  

・SINCERITA（シンチェリータ）・・・・私利私欲で物事を判断しない。メンバーを思い

やる心。  

・DIGNITA（ディニータ）・・・・一朝一夕では身に付かない上品さ。 活動を通して「風

格と清潔のある美しい人」になって頂きたい。  

  

 

 

 

 ＜初代メンバー募集について＞  

 SFIDA ZAFFIRO 初代メンバー募集にあたり、オーディションを開催いたします。 

 ご興味のある方は、下記事項をご確認の上、奮ってご応募ください。 

 

 ◆エントリー資格 

 ・上記 SFIDA ZAFFIRO の理念に賛同できる方 

 ・SFIDA ZAFFIRO 初代メンバーとして、2021～2022 シーズン期間の活動を行える方 

 ・ダンス経験・チア経験は問いません 

 ・18 歳以上の女性（高校生不可） 

  ※未成年者（20 歳未満）は親権者の承諾は必要となります。 

 ・メディア取材を受けることができる方 

 ・練習への参加が可能な方（練習は毎週日曜日 4 時間程度を予定、練習会場の詳細は 

  後日お知らせいたします） 

 

 

 ◆主な活動 

 ・スフィーダ世田谷 FC ホームゲームでの応援・パフォーマンス・演出 

 ・各種イベント出演、メディア取材への対応、社会貢献活動、ボランティア活動 

 ・SＮS 等での広報活動 

 

 ◆ホームスタジアム 

 ・駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場（駒沢陸上） 

 ・味の素フィールド西が丘 



 ・武蔵野市立武蔵野陸上競技場 

 ・AGF フィールド 

 

 ◆初代メンバーに求めること 

 ・スフィーダ世田谷 FC サポーターとの一体感を生み出し、エンターテイメント溢れる 

  会場、空間を創り出す  

 ・ホスピタリティを持って、ホーム会場でサポーターの皆様をお迎えする  

 ・サポーターの皆様と共に会場の一体感を創り出し、エンターテイメントを見出す 

  ことでチームの勝利を後押しする  

 ・スフィーダ世田谷 FC サポーターの輪を試合ごとに大きくしていく  

  

 

 

＜オーディションについて＞ 

【一次審査】 

◆一次審査エントリー概要 

下記の応募フォームより必要事項をご入力ください 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeu8LsjcDB1BDlli-

OCq04CwTNCaB00KGZWolx26thoppsuQ/viewform 

 

 

エントリー締め切り：7/14（水）23：59 

※エントリー頂いた後、事務局（ sfida_zaffiro@bay-pride.com ）より、確認メールをご送

付させて頂きます。 

 

※未成年者（20 歳未満）は保護者の承諾が必要となります。 

※エントリー書類は返却いたしません。 

※個人情報は、当トライアウトに関するご連絡のみに利用し、これ以外の目的に利用するこ

とはございません。事務局にて責任を持って管理し、上記の利用目的を達した個人情報はす

みやかに破棄いたします。 

 

◆一次審査結果発表に関して 

・エントリー受付後、一次審査合否通知に関して、7 月 18日（日）までにメールにてご連

絡させて頂きます。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeu8LsjcDB1BDlli-OCq04CwTNCaB00KGZWolx26thoppsuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeu8LsjcDB1BDlli-OCq04CwTNCaB00KGZWolx26thoppsuQ/viewform
mailto:sfida_zaffiro@bay-pride.com


・通過の方は二次審査（実技、面接）に進んで頂きます。 

※合否に関するお問い合わせには対応いたしかねます。 

 

 

 

 

 

【二次審査】 

◆二次審査（実技・面接）概要 

 

【日時】 

7 月 24 日（土）14：15 受付開始 （17：00 終了予定） 

※新型コロナウイルス感染症の影響で日程や内容が変動する可能性がございます。予めご

了承ください。 

 

 

【会場】 

キッズ大陸よこはま中川園校 

（神奈川県横浜市都筑区中川一丁目 19―23 地下鉄ブルーライン 中川駅から徒歩 2 分） 

https://www.kidstairiku.jp/school/nakagawa/space.php 

 

【ご参加にあたって】 

・新型コロナウイルスに細心の注意をはらいながらの実施させて頂きます。 

・当日は、受付時に検温をさせていただきます。 

・ご体調のすぐれない場合には（sfida_zaffiro@bay-pride.com)へご一報下さい。 

・マスク着用にてお越しください。アルコールはこちらでご用意致します。 

・ウエストラインが見えるセパレートタイプのコスチューム（ショートパンツ、スポーツブ

ラなど）体のラインがはっきりと分かるものを着用してください。 

・メイク、ヘアスタイルも審査の対象となります。 

・シューズはご自身の踊りやすいものをお持ちください。 

※タオルや飲み物については、ご自身で準備ください。 

・当日はスタッフの指示に従ってください。 

・トライアウト当日は、TV・新聞・雑誌等メディア取材が入る可能性がございます。後日、

メディアの媒体等で利用する場合がございますのであらかじめご了承ください。 

・SFIDA ZAFFIRO にて動画・写真撮影をさせていただく場合があります。  

・SFIDA ZAFFIRO の HP、SNS で露出する場合があります。 

mailto:sfida_zaffiro@bay-pride.com


 

 

◆募集人数 

・6 名程度 

 

 

 

◆オーディション参加費 

・無料 

※交通費はご自身でご負担ください。 

 

 

◆待遇 

・スフィーダー世田谷 FC ホームゲーム出演時、イベント・公式練習時の交通費支給（上限

あり） 

・ユニフォーム一式貸与 

 

◆活動期間 

2021-22 シーズン(2021 年 8 月－2023 年 2 月頃） 

 

 

◆注意事項 

・会社員の方はお勤め先の就業規則内に「副業禁止規定」が無いか必ずご確認ください。 

・オーディションの内容、その他オーディションに関連した情報（画像、関連するメール等

を含みます）を、個人運営のブログ、その他 SNS サイトなど、媒体の如何を問わず、記載、

発表、漏洩してはならないものとします。 

 

 

◆合格後のスケジュール（予定） 

 合格後は下記のスケジュールを組んでおりますのであらかじめスケジュール調整のほど

何卒宜しくお願いいたします。 

 

 ・7/31（土）都内で宣材写真撮影 

 ・8/1（日） 初回練習スタート  

  練習は毎週日曜日の午後を予定しております。 



＜2021―2022 シーズン運営体制について＞ 

 

◆ディレクター 

 小野 一美（ONO HITOMI） 

高校では、エステー・ミュージカル「赤毛のアン」に出演。 

その後はプロ野球チームの東北楽天ゴールデンイーグルス公

式チアリーダー 

「東北ゴールデンエンジェルス」に所属（2009 年）～5 期在

籍。 

試合・イベント・メディアに出演。 

東京タワー所属のグローバルホスピタリティユニット東京タ

ワーアテンダントチームにて活動（2015 年）～4 年在籍。 

現在は、現役チアリーダーとして活動しながら株式会社 BAY 

PRIDE 取締役としてチアチーム運営やキッズチアのスクー

ル、社会貢献活動などのチア事業を展開中。 

 

【活動経歴】 

・菊水流剣詩舞道「水美」 

・エステー2 万人の鼓動 TOURS ミュージカル「赤毛のアン」出演（2005 年～2008 年） 

・東北楽天ゴールデンイーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」（2009

年～2013 年） 

・楽天イーグルスチアリーディングスクールインストラクター（2010 年～2014 年） 

・グローバルホスピタリティユニット東京タワーアテンダントチーム（2015 年～2019 年） 

・横浜 GRITS オフィシャルチアリーダーズ GRITS TOPAZ 初代メンバー（2020 年～2021

年） 

・横浜 GRITS オフィシャルチアリーダーズ GRITS TOPAZ アシスタントディレクター

(2021 年～現在） 

 

【その他出演歴】 

・マツダオールスターゲーム（2011 年、2012 年、2013 年出演） 

・news zero(日本テレビ) 

・J:COM TV 

・各種ラジオ出演 

 

 



 

◆アシスタントディレクター 

日野 紗和(HINO SAWA)  

幼少期よりバレエ、新体操を習い、高校、大学ではソン

グリーディング部に所属。 

 

数々の全国大会、世界大会に出場。 

現在は広告業界で働きながら、日本チアダンス協会プ

ロデュースチーム、Team JCDA の一員として活動。 

 

 

 

 

 

 

 

 【活動経歴】 

・全日本チアダンス選手権大学 2012.2013.2014 Pom 部門 三年連続第 1 位（全国大会）  

・Asia Open 2012：第 3 位 2013：第 2 位 Pom 部門（アジア大会）  

・The Dance Worlds 2013 Pom 部門第 6 位（世界大会）  

・World Cheerleading University Championship 2015 Pom 部門第 1 位（世界大会）  

・Cheer Jazz Dance Team  mellow 初代メンバー  

・日本チアダンス協会プロデュースチーム Team JCDA 2018-2020 メンバー  

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社 BAY PRIDE  

SFIDA ZAFIRRO オーデション事務局 

〒224-0001 

神奈川県都筑区仲町台 1－2－20－304 

 

TEL：045－532－5710 

MAIL: sfida_zaffiro@bay-pride.com 

 

※事務局からのご連絡も上記アドレスよりお送りさせていただきます。予め受信可能な設

定をお願いいたします。 
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