
後援会会員一覧

山陽色素株式会社
株式会社石原商事
株式会社ニチリン

姫路信用金庫
ヒメジ理化株式会社
御国色素株式会社
株式会社ドコモCS関西
兵庫信用金庫
但陽信用金庫
山陽特殊製鋼株式会社
播州エナジー株式会社
JA共済連兵庫
株式会社ハマダ
印南養鶏農業協同組合

光栄自動車整備株式会社
株式会社ヤスナ設計工房

山野印刷株式会社
株式会社兵庫分析センター
白鷺ニット工業株式会社
アークハリマ株式会社
虹技株式会社
株式会社飯塚鐵鋼
大和産業株式会社
三相電機株式会社
ノアインドアステージ株式会社
株式会社籠谷

株式会社アイデック
全国商工事業協同組合連合会
菅尾・岩見法律事務所
株式会社デンケイ

株式会社正光
スポーツクラブNAS株式会社
福伸電機株式会社
株式会社甘音屋
ジーピーエム株式会社
堀忠水産株式会社
平松工業株式会社
ハヤカワ電線工業株式会社
株式会社トータルサポート
株式会社シンエイコーポレーション
トヨタカローラ姫路株式会社
ヤマサ蒲鉾株式会社
天帝建設株式会社
株式会社ICS
竹田テント装備株式会社
株式会社コウエイ
成田珈琲株式会社
ダイナックス工業株式会社
西兵庫信用金庫
日伸運輸株式会社
播州信用金庫
株式会社山口商店
姫路さくらクリニック
株式会社姫路鍍金工業所
姫路医療生活協同組合
株式会社まこと
サンライズ工業株式会社
名鉄観光サービス株式会社 姫路支店
株式会社日邦
中西不動産株式会社

信栄運輸株式会社
ひめしんリース株式会社
船場印刷株式会社
射楯兵主神社
姫路合同貨物自動車株式会社
一般財団法人ダイネン慈恵会
株式会社ダイネンヒューマンplus
株式会社ダイネンエコソリューション
株式会社清交倶楽部
菱南電装株式会社
高田工業協業組合
高原 茂
姫路ナブコ株式会社

株式会社ヤマノ
北野産業株式会社
井野病院
兵庫菅公学生服株式会社
株式会社瀬戸電機工作所
株式会社勝好商事
株式会社日下部
株式会社三機サービス
株式会社兵庫機工
山陽建設株式会社
弁護士法人菊井法律事務所
キクヤ調剤薬局
クリーニング・ブーケ
青山開発株式会社 青山ゴルフクラブ
伊賀産業株式会社
株式会社大和ストライクライト
新日本開発株式会社
特定医療法人財団 清良会
遠藤 浩一
姫路住設建材株式会社
エアシステム株式会社
高岡タクシー株式会社
株式会社桂スチール
株式会社ナカシマ
玉越工業株式会社
大和美術印刷株式会社
特定医療法人光寿会
株式会社髙馬鉄工建設
澤田・中上法律事務所
株式会社ナカムラ
エイト経営企画株式会社
株式会社北村工務店
姫路港運株式会社
株式会社カマタニ
宇部産業株式会社
丸魚水産株式会社
株式会社銀ビルストアー
医療法人恵風会
中央自動車工業株式会社
三輪整形外科
株式会社三木組
アユミ工業株式会社
阿比野建設株式会社
社会福祉法人みつわ福祉会
光栄産業株式会社
株式会社姫路メタルアート
株式会社PRIME PROJECT artｰhair TRIP

濱中製鎖工業株式会社
ヒガシマル醤油株式会社
医療法人山伍会 播磨大塩病院
エルザ動物病院グループ
医療法人社団 大室整形外科 脊髄・関節クリニック
株式会社 新井商会
株式会社きんでん 姫路支店
医療法人 松浦会
株式会社太子産業
株式会社宮﨑商店
西部電気建設株式会社
日本電研工業株式会社
株式会社日東社
医療法人社団 阿保クリニック
パスコ株式会社
小松歯科医院
医療法人社団こうのとり会 西川産婦人科
株式会社アクエレナ
ヨシカワ株式会社
マルイチ株式会社
株式会社ヒメプラ
リサイクルマルテン
株式会社浜田運送
株式会社 宝橘
谷井運輸株式会社
千代田商事株式会社
株式会社伊勢屋本店
マキウラ鋼業株式会社
ツタヒデ工業株式会社
澤田会計事務所
西部電工株式会社
岡上興業株式会社
五百井小児科
田村法律事務所
谷林一憲法律事務所
今井酒造合名会社
吉本歯科診療所
株式会社井沢鉄工所
株式会社姫路エービーシー商会
株式会社フェスタ
ホテル日航姫路
中川設計工房
西内商事株式会社
税理士法人クリアパートナーズ
はとタクシー株式会社
株式会社神戸医療事務センター
医療法人社団 中林産婦人科クリニック

株式会社Smart
姫路市漁業協同組合網干支所
株式会社アスノ
シンヤ工業所
ハクロスチール株式会社
山田工業株式会社
医療法人社団仁和会 神野病院
株式会社アグリ香寺
株式会社関西フーズ
株式会社デコ・フォルテ
常盤堂製菓株式会社
蔦 機械金属株式会社
日新産業株式会社
ホテルモントレ株式会社
有限会社久斗鉄工所
株式会社中塚木材商店
株式会社ヤナギ
株式会社サンテェム
藤谷建設
諸富興業株式会社
播州調味料株式会社
アジヤ商事株式会社
株式会社 旭運送
小野高速印刷株式会社
株式会社ジュントスコーポレーション
株式会社 昇産業
錦メンテナンス株式会社
株式会社中山合金鋳造所
割烹 助六
神澤通商株式会社
株式会社山村設備商会
松田土木工業株式会社
有限会社カジヤ金属工藝
株式会社吉田マリーン
ヤスダ産業株式会社
中津紙器工業株式会社
神興運輸有限会社
株式会社カジ
株式会社重伸
大拓電気株式会社
株式会社幸陽商会
滲透工業姫路株式会社
三和興産株式会社
三喜産業株式会社
泉内科医院
株式会社フクトク
タイコー展裝株式会社

株式会社快英社
株式会社サンエス電気設備
株式会社ユメックス
ラッキー工芸株式会社
株式会社ユニック
姫路メタリコン株式会社
株式会社松本製作所
日光金属工業株式会社
株式会社アール・ホーム
石川医院
株式会社大設
株式会社高木電機
テラマエ設備工業株式会社
株式会社新宮クリーンランド
株式会社藤尾木工
株式会社神崎組
総合自動車株式会社
株式会社原田工務店
桝野興業株式会社
尾上会計事務所
田染設備工業株式会社
輝光ライブフード株式会社
関西情報サービス株式会社
株式会社クリエイト
ＡＴ＆Ｔ株式会社
兵庫基礎工業株式会社
株式会社環空社
株式会社井上組
株式会社三森化学
有限会社米澤工作所
株式会社ソネヤ
フジコー株式会社
株式会社讀宣姫路
株式会社きぬや
医療法人社団綱島会
ダイネン株式会社
株式会社平野組
坂上建設株式会社
株式会社武徳
三光塗装工業株式会社
医療法人社団城谷医院
姫路企業株式会社

全国福利厚生共済会は、　　　　　　　　　 を応援しています。

一人ひとり、だれでも持っている小さな力、
誰かのために、その力を一つにすることで、

大きな希望に変えていく、
そんな夢を実現する・・・・。

https://www.zenko-sai.or.jp/
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Instagram
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Facebook
フェイスブック

Twitter
ツイッター

YouTube
ユーチューブ

オフィシャルキャラクター  ヴィックとリーナ

VIC&RINA
シラサギの妖精「ヴィック」と
勝利を目指す女の子「リーナ」の最強コンビ !

ヴィック
バレーボールを愛するシラサギの妖精。
リーナのことを想い、体を張ってリーナの
練習相手になっている。
円周 : 66cm（5号サイズ）
特技 : 無回転 (回転すると目が回るので )
好物 : 御座候 ( 丸いものが好き)

リーナ
勝利を目指して羽ばたく女の子。
アゲハチョウの羽でどこまでも高く飛んでいける。
一流選手になれるように毎日練習に励んでいる。
背番号 : V
シャツネーム : RINA
特技 : 長い滞空時間を活かした一人時間差
好物 : 姫路おでん（特にダイコン）

2020 Spring・Summer
Merger issue

ヴィクトリーナ姫路の
オフィシャル連携サイトです。

姫路みたいは姫路みたいは
※公式キャラクター「みたいにゃ」

育成チーム／マックスバリュ・ヴィクトリーナ ※今年度より名称が変更となりました（旧称：マックスバリュ姫路ヴィアーレ）

ラジオ番組『いいな117ヴィクトリーナ』

　昨秋から「ヴィクトリーナ姫路」の応援ラジオ番組がスタート！ パーソナ
リティーは、2017-18シーズンまでチームで活躍した菅原未来（すがわら 
みく）が担当。ヴィクトリーナ姫路の活躍や、最新情報を毎週発信しています。パーソナリティー／菅原未来さん

放送日時／毎週月曜日　17:35～17:50
ラジオ局／ラジオ関西

　Kiss FM KOBEの人気番組「4 SEASONS」内のコーナーで、ヴィクトリーナ姫路の応援コーナーである
「ROAD TO VICTORINA」が5月4日（月）からスタートしました。選手やチームスタッフのインタビューなど、
ヴィクトリーナ姫路の最新情報をお伝えします。ぜひ聞いてください♪

　2020年4月17日（金）、宍粟市役所において、4月1日付けで宍粟市と株式会社姫路ヴィクトリーナとの包括連携・支援協力に関する連携協定を締結したこと
を発表しました。連携協定の締結は、バレーボールを通じて宍粟市の青少年健全育成と市民の健康増進を目的とするもので、発表式には、宍粟市から福元晶
三市長様、弊社からは球団オーナーの眞鍋政義、球団社長の橋本明が出席しました。自治体との連携協定の締結は、姫路市、加西市に次ぐ３番目となりま
す。これまで宍粟市とは、バレーボール教室の開催やホームゲームへの応援などを通じ、相互連携を図ってきましたが、この度の締結により一層活発な連携・
協力が進むことになります。宍粟市の皆様には、今後も引き続き、暖かいご支援をお願いいたします。

放送日時／毎週月曜 9：00～9：09頃
ラジオ局／Kiss FM KOBE（兵庫エフエム放送株式会社）

（写真：ラジオ関西）

いいな117ヴィクトリーナ
4/1より放送時間が変更、5分延長して好評放送中！

ROAD TO VICTORINA
5月4日（月）からスタート！

3番目の連携協定締結。バレーボールを通じて地域に貢献を。

宍粟市との連携協定の締結

Victorina&Sponsor Information

　この度、2019-20シーズンをもちまして ヴィクトリーナ姫路監督の竹下佳
江が退任し、姫路ヴィクトリーナの「取締役球団副社長」に就任いたしまし
た。2016年に初の女子プロバレーボールチーム発足時のゼロの状態から
わずか3年でバレーボール国内最高峰のV1リーグへとチームを牽引しまし
た。2020年からはその手腕をフロントにて発揮すべく、球団社長のサポー
ト、およびこれまでチームが取り組んできた女性が活躍できるプロスポーツ
チーム運営推進の一端を担います。
　監督のオファーをいただいた当初は選手もいない状態で、ベース作りから
V1リーグの舞台で戦えるところまで持っていくことが使命だと思っていたの
で、4年間やり切ったという気持ちが大きいです。プロチームとしての選手の
育成やスポンサー営業なども経験して、チーム・フロントが一つになって成
長でき、かけがえのない時間を過ごせたと感じています。選手たちには、後悔
のないように、戦う集団であってほしいと思うので、今後はフロントの立場か
らチームを支えていきたいと思います。

　日本初のプロチームで、ましてや竹下さんのような偉大な方の後を引き継
ぐのは荷が重いですが、その責任の大きさがやりがいでもあると感じていま
す。私達には「姫路から世界へ」というスローガンがあります。長期的視点で
見たときには、1人でも多くの代表選手を輩出し、且つ地域に根付いたチー
ムでなければならないと思います。そのためにも1番わかりやすいのが結果
であると思うので、結果にはこだわり、まずは優勝争いができるチームになる
ため、個々のレベルアップを図っていきたいと思っています。
　そして、プロチームとして見ている方々が魅力を感じるようなプレーをす
る、そういうチームでありたいと思います。

竹下佳江は監督を退任し、株式会社姫路ヴィクトリーナの取締役球団副社長に就任しました。
新監督には、これまでコーチを務めていた中谷宏大が就任しました。新シーズンもよろしくお願い致します。

2020-21シーズン、新体制でスタートしました！

副社長　竹下  佳江

経歴 1996年～2002年　NECレッドロケッツ
2002年～2012年　JTマーヴェラス
1997年、2000年～2001年、
2003年～2012年　日本代表
2013年　現役引退
2016年　ヴィクトリーナ姫路監督就任
2020年　株式会社姫路ヴィクトリーナ
　　　　  取締役球団副社長就任

監　督　中谷　宏大

事務所の移転についてのお知らせ

新事務所所在地  〒670-0902
   姫路市白銀町86番地 白鷺白銀町ビル2階
新TEL&FAX  TEL.079-287-6522　FAX.079-287-6860

株式会社姫路ヴィクトリーナの事務所が、3月1日に移転しました。
Ｍ
Ａ
Ｐ

ヴィクトリーナ姫路 応援コーナー「ROAD TO VICTORINA」

経歴 2006年～2010年　FC東京
2010年～2017年　FC東京コーチ
2014年～2019年
バレーボール女子Team Core（日本代表
アンダーエイジカテゴリー）コーチを兼任
2017年～2020年3月
ヴィクトリーナ姫路コーチ
2020年4月
ヴィクトリーナ姫路監督就任

たけした　　　 よしえ なかや　　　  こうだい

　本格的にまたバレーボールを始めることに
なってからマックスバリュの会社の方々や地域
の方々、チームのみんななど本当にたくさんの
人に助けてもらい支えてもらった2年間でした。
試合だけでなく、イベント等でもいろんな人と
身近に関わることができ、いい出会いがあった
と思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいで
す。今後も自分のやりたいこと、目標に向かって
頑張ります。ありがとうございました。

退団選手

山本 彩香 3

　姫路出身選手として知ってくださっていた
方、いつも仕事中に声をかけてくださった方、毎
回私のレジに並んでくださった方、ホームゲー
ムの時に体育館まで駆けつけてくださった方、
本当にたくさんの温かい声援が私の頑張る源
になっていました。2年間という短い間でしたが
応援してくださりありがとうございました。この
チーム、お店で学んだことを次の仕事にも活か
し私らしく頑張ります。ありがとうございました。

中西 萌恵 11
　この度ヴィアーレを退団する事になりまし
た。2年と言う短い間でしたが、沢山の方々に
応援して頂き、バレーを通し様々な経験が出
来た事に感謝しています。これからもマックス
バリュ・ヴィクトリーナを宜しくお願い致しま
す。2年間ありがとうございました。

上野 つぐみ 7

第１０回 全国６人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会
８勝３敗　４位

　今大会は新型コロナウイルス感染症の影響により、途中終了となってしまいました。そのため、最
終順位は勝率・セット率・得点率により決定し、1位以下の3チームが勝率で並びましたが、セット率
で4位という結果となりました。大会期間中は沢山の応援ありがとうございました！
 結果にとらわれず、これからも前向きにトップチームで活躍できる事を目標に頑張りますので、引き
続き応援よろしくお願いします！

出身校：神戸親和女子大学
身長：159㎝
勤務地：マックスバリュ宮西店
意気込み：１日でも早くヴィクトリーナへ
上れるように頑張ります！

福井 愛加

4
リベロ

新
入
団
選
手

出身校：西南女学院大学
身長：171㎝
勤務地：マックスバリュ宮西店
意気込み：常に上を目指して頑張ります。

小川 紗登子

14
セッター

出身校：東京女子体育大学
身長：173㎝
勤務地：マックスバリュ宮西店
意気込み：ヴィクトリーナへ上がれるように１日１
日大切にし、成長できるように全力で頑張ります！

平林 真織

6
アウトサイド
　  ヒッター

　この度、3月末でマックスバリュ・ヴィクトリー
ナを退団する事になりました。バレーボールを
通してたくさんの方に出会い、学び、そして支え
て頂いたお陰で、小さい頃からの「バレーボー
ル選手になりたい」という夢を叶えることが出
来ました。バレーからは離れますがこれからも
私らしく笑顔で頑張っていきます。今まで応援
してくださった方々、関わってくださった方々、
本当にありがとうございました。

髙橋 美優 10

※この度、新型コロナウイルス感染防止への配慮と
　政府からの外出自粛に関する発表を勘案し、
　春・夏の合併号とさせていただきました。

9&10th issue



株式会社マイナビ
パートナースポンサー
人材サービス事業

2019年度 退団選手のお知らせ

2020-21 ヴィクトリーナファミリー（新オンラインファンクラブ）募集開始

新スポンサーのご紹介

セッター 17

①バレーを始めた時期、きっかけ
②将来の夢
③バレーボールの楽しさとは？
④ファンへのメッセージ

2020-2021
シーズンの
新入団選手

NEWS

　姫路ケーブルテレビ株式会社様のご協力もあり、「ヴィクトリーナ姫路」のホームである姫路市立中央体育館のネーミン

グライツが更新され、「ヴィクトリーナ・ウインク体育館」に名称が変わりました。

　姫路市立中央体育館は、数々のホームゲームを開催してきた、まさにホームグラウンドです。チーム自体も新体制となり、新たに

チームの名前を冠するこの会場で、これからさらに盛り上がるホームゲームをお見せできるよう、チーム一丸となって頑張ります！ヴィクトリーナ・ウインク体育館　　住所／兵庫県姫路市西延末90

アウトサイドヒッター 8

①小学校２年生、お母さんがママさんバレーをやっていたから②日本代表選手
になって活躍すること③みんなで一つのボールをつなぐこと④見ていて元気が
出て思わず応援したくなるような選手になりたいです！ 攻守ともに要の選手に
なれるように日々成長していきますので、応援よろしくお願いします。

宮地 佳乃
Kano Miyaji

ANNOUNCE

に今できること！SPORTSSPORTS

ヴィクトリーナ姫路
公式HP

最新情報チェック！

Facebook
フェイスブック

Instagram
インスタグラム

Twitter
ツイッター

2020.3.31

2020.3.27

各メディア
に

紹介
されました

 ！
お家で過ごす今、私たちにできること。ストレッチや料理などの動画を通して、選手のプライ

ベートな一面を見ていただくと共に、少しでもお家時間を楽しんでいただければ嬉しいです！

　動画投稿のきっかけから動
画の内容まで紹介していただ
きました。写真は貞包選手。動
画は週2回のペースで公開し
ました！

2020.3.30

SUN-TV

ytv

　史上初の延期が決まった東京五輪・パラ
リンピックに向けて、選手・監督としてオリン
ピック出場経験をもつ眞鍋政義がゲストコ
メンテーターとして出演しました。

2020.3.31

2020.4.1

2020.4.1

　お家でできるストレッチ情報など、サッカー選手
やバレーボール選手がSNSで発信していることを、
スポーツコーナーにて取り上げていただきました！ 
バレーボールでは脇田選手が紹介されました♪

　JFAの「Sports assist you～いま、スポーツ
にできること～」配信。ヴィクトリーナ姫路では、選
手たちによる様々な動画を公開しています。

　ストレッチ動画が読売新聞で紹
介されました。高木理江選手の料
理動画のことにもふれていただい
て、感謝です！ まだ見ていない方
はぜひ見てみてください♪

　Twitterで公開しているスト
レッチの動画が紹介されまし
た。全選手分を公開予定なので
ぜひ見てみてください♪

Twitter発信中！

ソーシャルディスタンス

Stay Home !

みんなで

乗り越えよう!

肩甲骨の

ストレッチ!

皆さんもぜひ!

大きく掲載

してもらっ

て、ありがと

うございます！

　新たに、株式会社マイナビ様にスポンサーとしてヴィクト
リーナ姫路を応援していただくことになりました。

①小学校2年生、父の影響で②バレーボールに携わり続けること③1人では絶
対にできないところ④いつもたくさんのご声援ありがとうございます。感謝の気
持ちをプレーや行動で体現できるよう頑張ります！ 人一倍走って飛んで、見てく
ださっている方に勇気と元気をお届けしますので、ぜひ応援してください！！

清田 萌
Moe Kiyota

身長／161cm
生年月日／2001年12月25日生
出身地／愛知県出身
出身校／文京学院大学女子高校

身長／179cm
生年月日／2001年7月28日生
出身地／東京都出身
出身校／下北沢成徳高校

NEW MEMBER

新型コロナウイルス感染症の対応で医療従事者をはじめ、

支えてくださっている皆様に、心からの感謝とエールをお送り致します。

続報

リベロ　　　3
髙橋 咲妃惠
（たかはし さきえ）

　いつもヴィクトリーナ姫路の応援を
ありがとうございます。この度、3月末
でヴィクトリーナ姫路を退団し、20年
間続けてきたバレーボールから離れる
ことを決断しました。バレーボールを通してたくさんの方に出
会い、支えていただいたお陰で、小さい時からのバレーボール
選手になりたいという夢を叶えることが出来ました。最後はプ
ロチームで主将を務めさせてもらい、たくさんのスポンサー様、
後援会様、チームのフロントスタッフ、現場スタッフ、チームメ
イト、そして多くのファンの皆様の支えでV1残留が出来たこと
を嬉しく思います。バレーボールを通して培った、人との繋がり
や経験、学びをこれからの人生でも大事にし、この先に活かし
ていきたいと思います。本当にありがとうございました。これか
らもヴィクトリーナ姫路をよろしくお願いします。

アウトサイドヒッター　　11

　ヴィクトリーナ姫路の多くの
ファンの皆さまへ愛を込めて
チーム、チームを支える姫路市、
支えてくださる全ての皆さんが、
私たちを愛情もって歓迎してくれました。ホームゲームではそ
の愛情をとても大きく感じることができ、送られる応援に応え
たいという大きな力になりました。皆さんと過ごした時間は忘
れられません。
これからも変わらない愛情をヴィクトリーナに送ってください！ 
クラブのスタッフ、コーチングスタッフ、チームメイト、ファン、
姫路市、スポンサー各社、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいで
す。愛してます、ありがとう。

イブナ・マラ
（出身国　ブラジル ）

リベロ　　　8

　この度、ヴィクトリーナ姫路を退団
することを決断しました。
スポンサー様、後援会様、ファンの皆
様、今までたくさんの応援ありがとう
ございました。
3人から始まったチームが、たくさんの方の支えでここまで大き
くなったことに心から感謝しております。
このチームで経験したことをこれからの人生で活かしていきた
いと思います。
本当に今までありがとうございました。

片下 恭子
（かたした きょうこ）

ミドルブロッカー　　　17

　この度、ヴィクトリーナ姫路を退団する
ことになりました。
たくさんの方々に支えられ、私のバレー
ボール人生の中で一番濃い時間を過ごす
ことができ、毎日が充実した2年間でした。学んだことはかけがえ
のない財産で、これからの人生に活かしていきたいと思います。
　ファンの皆さま、スポンサー様、後援会様、チームに携わる全て
の皆さま、たくさんの応援をありがとうございました。これから新
たな場所でも、感恩感謝の気持ちを忘れず私らしく頑張りたいと
思います。本当にありがとうございました。

中本 葉月
（なかもと はづき）

オポジット　　　4
浅津 ゆうこ
（あさづ ゆうこ）

　日頃より、ヴィクトリーナ姫路へのご
支援、ご声援ありがとうございます。こ
の度5月末日を持ちまして現役を引退
することとなりました。本当は直接ファ
ンの皆様に感謝の気持ちをお伝えした
かったのですが、大変な状況のいま、残念ながら叶えることができま
せんでした。ヴィクトリーナ姫路が誕生し、チームとしての活動をス
タートしてから3年間、たくさんのことをこのチームで学び成長させ
ていただきました。当初は人数も少なく、地域リーグからのスター
ト、そしてV2優勝、V1昇格、残留等、多くの苦労や喜びを経験し、今
振り返ってみると全てがとても幸せな思い出です。ここまでバレー
ボールを続けてこられたのも、応援し支えてくれた家族、友達、バ
レーボールを通じて出会った多くのチームメイト、そしていつも温か
く見守ってくださったファンの皆様のお陰です。心から感謝していま
す。そして、これからもヴィクトリーナ姫路へのご支援、ご声援をどう
ぞよろしくお願いします。私も一ファンとして皆さんと一緒に応援し
ていきたいと思っています。最後に、何度言っても言い足りません
が、皆さま、今まで本当にたくさんの応援をありがとうございました！ 
21年間、最高のバレーボール人生でした！

ミドルブロッカー　　　14
高木 理江
（たかき りえ）

　先ずは、新型コロナウイルス感染症
の治療に当たる医療従事者の皆様、そ
して対応に関わる多くの方々に心より
感謝申し上げます。今シーズンをもちま
してヴィクトリーナ姫路を離れる事を決
めました。JTを引退して6年間のOL生活を経ての現役復帰は、今思
い返してもとても無謀な挑戦だったと思います。復帰してからは本
当に色々な事があり、チームや周りの環境が日々変わっていく中で
ついていくのにただただ必死でしたが、バレーボールと自分自身に
とことん向き合えた3年間は本当あっという間でした。この挑戦を最
後まで見守ってくれた家族、一緒に喜んだり泣いたり時には無限の
パワーを送って下さったファンの皆様、いつもチームを支えて応援
して下さっているスポンサーや後援会の皆様方。感謝と言う言葉よ
りも、もっともっと上にある計り知れない気持ちでいっぱいです。皆
さんに直接お会い出来ずチームを去る事はとても寂しいですが、何
も気にせず外出したり家族や友達と楽しい時間を一緒に過ごせる
様になった時、また皆さんとお会い出来る日を楽しみにしておりま
す。3年間本当にありがとうございました。そして、これからもヴィク
トリーナ姫路をどうぞよろしくお願いいたします。

　いつもヴィクトリーナ姫路のご声援をありがとうございます。5
月末をもちまして選手を引退し、スタッフに転向することになりま
した。選手としての私をいつも応援してくださったファンの皆さ
ま、本当にありがとうございました。今後はアシスタントマネー
ジャーとして、選手・スタッフが万全の状態で戦えるようさまざま
な視点から全力でチームをサポートします！今後ともヴィクト
リーナ姫路のご支援、ご声援よろしくお願いいたします。

セッター　　　19
➡ スタッフ就任
　 アシスタントマネージャー
兒島 晴香
（こじま はるか）

　いつもヴィクトリーナ姫路のご支援、ご声援をありがとうござ
います。この度、選手を引退することを決めました。今後は自分
自身のプレーでチームを盛り上げることはできませんが、次は
U16のコーチとして、ヴィクトリーナ姫路と、姫路市をはじめ播
磨地域、さらには日本のバレーボールを盛り上げていけるよう
に精一杯頑張りたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

アウトサイドヒッター　　　20

安田 睦実
（やすだ むつみ）

➡ スタッフ就任
　 U16アシスタントコーチ

ミドルブロッカー11荒谷 栞　Shiori Aratani

身長／173cm
年齢／21歳
生年月日／1998年9月22日
出身地／東京都品川区
出身校／共栄学園高校

球歴／2014年　アジアユース女子選手権大会（U-17) 1位
　　　2015年　世界ユース女子選手権大会（U-18) 9位
　　　2016年　アジアジュニア女子選手権大会（U-19) 2位
　　　2017年　世界ジュニア選手権大会（U-20) 3位
　　　2017年～2020年　NECレッドロケッツ
　　　2018年　女子日本代表

Profile

　7月からヴィクトリーナ姫路に入団しました。荒谷栞です。
たくさんコミュニケーションを取って早くチームに馴染み、ファンの皆さまに覚えていただけるように頑張ります。
そして一番はチームに貢献することです。全力で頑張りますので、ご声援よろしくお願いいたします。

Message

TRANSFERRED PLAYER続報
&&

4月から姫路市立中央体育館がヴィクトリーナ・ウインク体育館に！


