
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
JA共済連兵庫
株式会社ハマダ
印南養鶏農業協同組合
株式会社オーエスピー
湊ハマ株式会社

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KJホールディングス

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
福伸電機株式会社
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
株式会社ICS
竹田テント装備株式会社
株式会社コウエイ
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
中西不動産株式会社
松田土木工業株式会社
ダイネン株式会社
株式会社茨木金属商会
戸崎産業株式会社

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・森法律事務所
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
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
株式会社ヤナギ
株式会社サンテェム
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
錦メンテナンス株式会社
株式会社中山合金鋳造所
神澤通商株式会社
株式会社山村設備商会
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
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
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
株式会社甘音屋
天帝建設株式会社
株式会社SOME LINE
ファイブテン
中塚商事株式会社
株式会社マインズ
姫路理容美容専門学校
姫路大学
株式会社つゆき姫路屋ふとん店
応緑株式会社
サワダ精密株式会社
姫路電機材料株式会社
旧網干銀行 湊倶楽部
ツボサカ機鋼株式会社
フジライト工業株式会社
有限会社こうりゅう
株式会社スペースデザイン三和
中播運輸有限会社
竹内鉄工株式会社

後援会会員一覧
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Instagram
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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）

11th issue
2020 Winter

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 Information

Information
ラジオ番組『いいな117ヴィクトリーナ』

育成チーム／マックスバリュ・ヴィクトリーナ

育成チーム／学校法人親和学園

2020森永乳業杯 ツアーオブバレーボール

　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。（写真：ラジオ関西）

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、今年5月からスタートしたヴィクトリーナ姫
路の応援コーナー「ROAD TO VICTORINA」。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ています。ぜひ聞いてください♪

　私たちマックスバリュ・ヴィクトリーナの選手は、マックスバ
リュで仕事をしながら日々練習に励んでいます。一人でも多く
プロチームのヴィクトリーナ姫路にあがり、活躍できる選手
になることが目標です。そのためには、プロチームの選手に負
けない自分だけの強みを発揮できるよう努力しています。
　また、来年2月に開催予定の全国6人制バレーボールリー
グ総合男女優勝大会では前回の順位を上回り、3位以上に入
賞するのがもう一つの目標です。私たちのチームは、他チーム
に比べて身長が低い選手が多いので拾って繋ぐ粘り強いプ
レーをし、全員で攻撃ができるチームを目指しています。
　感謝の気持ちを忘れず、たくさんの方から応援したいと
思っていただけるようなチームになれるよう頑張ります。

　マックスバリュ・ヴィクトリーナは、ヴィクトリーナ姫路の
下部組織として、トップチームで活躍する選手を育成するこ
とを目標に活動しています。前回、2019年度第10回全国6
人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会は、同率2位が
3チーム並び、得失点差で4位という成績に終わりました。
 今年は、選手のフィジカル面の向上に重点を置いた強化
取り組んでいます。トレーニングを始めて半年が過ぎ、選
手たちのフィジカル面の数値は格段に上昇し、選手のプ
レーの幅も広がりました。次回の全国6人制バレーボール
総合男女優勝大会では、前回の順位を上回るよう最大限
の準備をして挑みます。今後も応援してくださる皆さまへ
の感謝を忘れず、日々励んでまいります。

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）

　株式会社姫路ヴィクトリーナは学校法人親和学園とバレーボール部の強化を目的とした包括連携協定を締結いたしま
した。あわせて、姫路ヴィクトリーナ球団オーナー眞鍋政義が親和学園のスポーツ顧問に就任しました。
　2018年7月より、姫路ヴィクトリーナは親和学園が運営する神戸親和女子大学と産学連携協定を締結し、プロスポー
ツチームの経営の研究を共に行ってまいりました。今回の締結により、親和学園の中学校・高等学校・大学のバレーボール
部を長期的に育成し、一貫した技術指導でチームの強化に取り組むことが可能となり、より一層活発な連携・協力が進むこ
とになります。また親和学園のスポーツ顧問に姫路ヴィクトリーナで球団オーナーを務める眞鍋政義が就任し、学生・生徒
たちに日本代表レベルの指導を経験してもらう機会を通じて、学園内のスポーツ振興を図ります。

いいな117ヴィクトリーナ
ヴィクトリーナ姫路の最新情報を発信！

ROAD TO VICTORINA
選手やチームスタッフの生の声をお届けします！

学校法人親和学園との「包括協定」締結、そして眞鍋政義がスポーツ顧問に就任

5年目を迎える今年度は「バーチャルバレーボール教室」を開催！

ヴィクトリーナ姫路 応援コーナー「ROAD TO VICTORINA」

マックスバリュヴィクトリーナ とは
アスリート社員制度により、マックスバリュで
働きながら活動をする強化指定チーム。未来
のプロバレーボール選手を育成します。

12キャプテン／藤本 玲良
アウトサイドヒッター監督／寺口 朋孝

2020年10月17日（土） 開幕！
2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN

　10月17日（土）に開幕する今季のVリーグ。ヴィクトリーナ姫路はV1リーグで2年目の

シーズンを迎える。V１リーグ初挑戦だった昨シーズンは、ホームゲームで入場者数約

3300人とV1女子トップクラスの入場者数を記録し、今シーズンの活躍にも多くのファンが

期待を寄せている。今シーズンは、チームの選手も大きく変わり、キャプテンに貞包里穂を

据え、2018年に女子日本代表にも選出された荒谷栞をはじめとした新入団選手も一丸と

なってさらなるチームの成長を図ってきた。また、大きな変化の一つに、竹下佳江元監督

（現球団副社長）から中谷宏大監督への監督の交代がある。今シーズンは、新監督・新体

制のチームが「No Limit,Go Upward!」という新たなスローガンのもと、自分たちの限界

を作らず、常に上を見てチームをレベルアップさせるべく邁進している。これから試合を重

ねる毎にチームがどう成長していくか、ファンの一人として楽しみにしたい。

　新型コロナウイルス感染症の影響で世間は予断を許さない現状だが、今年4月に改名し

たホームグラウンド「ヴィクトリーナ・ウインク体育館」（姫路市立中央体育館）でV1リーグ

の試合を見られるのを心待ちにしている方も多いはず。新型コロナウイルス感染症対策と

して入場数には限りがあるが、放映や配信も予定されている

ので、会場で見られない時は、ヴィクトリーナ姫路の公式応援

グッズを持って、画面の前で応援しよう！ グッズは公式ファン

クラブサイトのオンラインストアで購入可能。今シーズンも、が

んばれヴィクトリーナ姫路！

〈記事／モダンタイムス〉

ヴィクトリーナ姫路公式グッズ

ヴィクトリーナ姫路ファンクラブサイト
「VICTORINA FAMILY」

サイト内のオンラインショップにて
タオルやマスク、Tシャツ、シリコンブレスなどの
グッズを好評販売中！
応援グッズを身につけてチームを応援しよう♪

https://vic-himeji-fan.com

　森永乳業杯ツアーオブバレーボールとは、元五輪選手で結成された、ヴィクトリーナドリームスが森永乳業とタイアップし、女子中学生を応援す
るイベントです。実技指導やオリンピックでの経験について語るなど、バレーボールを頑張る中学生たちに向けた活動を行ってきました。
　5年目を迎える今年度は、新型コロナウィルス感染禍において、密な環境を回避するため、従来開催してきた全国22箇所を対象に、「バーチャル
バレーボール教室」を開催。ヴィクトリーナドリームスが監修した「バレーボールノート」を指導教材として中学生に配布し、「アクションカメラ」や
「360度カメラ」などの複合的な視点映像を使った動画教材も制作し、オンラインでバレーボールの技術や心構えなどが学べる環境を提供します。
また、技術指導に加え、森永乳業様から中学生の健全な成長をサポートする乳製品を使用したメニューの紹介などを行い、「食育・飲育」も推進してい
きます。こんな時だからこそ、「バーチャルバレーボール教室」をきっかけに「感動・笑顔そしてバレーボールを通じての交流」を実現してまいります。ヴィクトリーナドリームスが監修したバレーボールノート（一部）

ヴィクトリーナドリームス主要メンバー

竹下 佳江 大友 愛 佐野 優子

狩野 舞子 井上 香織 眞鍋 政義



セッター 07
堀込 奈央
Nao Horigome

生年月日: 1996/6/26
身長: 158cm
出身地: 兵庫県伊丹市

Topics

Ⅴリーグ初となる
新スコートユニフォーム

2020-21シーズン公式会見

2020-21シーズンV1リーグ開幕を前に必勝祈願を行いました

新ユニフォーム

2020-21シーズン必勝祈願

バレーボール人権教室

　また、2020-21シーズン公式記者会見でVリーグで
は初となる「スコートユニフォーム」を発表しました。
　眞鍋球団オーナーは「新スコートユニフォーム制
作について、過去に海外チームで見たスコートユニ
フォームに強く魅力を感じた」と話しました。橋本球団社
長からは、会社の活動や経営状況について報告。その後、
新スコートユニフォームのお披露目と採用の理由を説明し
ました。新ユニフォームを着用し登壇した吉岡選手は「他の
チームがやっていないことに挑戦できるのは嬉しく思いま
す」とコメントしました。

　2020年10月17日（土）、アダストリアみとアリーナ（水戸市）で開幕する日立リヴァーレ戦を皮切りに全22試合の
レギュラーラウンドが始まります。シーズン入りを前に、9月28日（月）、眞鍋球団オーナー、橋本球団社長、選手、チー
ムスタッフなど球団関係者が、播磨国総社を訪れ今シーズンの必勝を祈願しました。播
磨国総社の宮司からは「日頃の練習の成果を十分に発揮されるよう期待しております」
と激励を受け、参加者一同決意を新たにしました。
年内に行う姫路でのホームゲームは、10月31日（土）、11月1日（日）、11月21日（土）、
11月22日（日）の4試合です。コロナ禍の影響で席数に限りはございますが、ぜひヴィク
トリーナ・ウインク体育館へ応援にお越しください。

　今季Vリーグの開幕を10月17日に控え、ヴィクトリーナ姫
路はV1リーグで2年目のシーズンを迎えます。今年はコロナ
禍により、活動自粛や各公式戦の中止など影響を受けていま
すが、新体制となったチームで着実な強化を図っています。
　9月2日(水)にはホテルモントレ姫路で「2020-21シーズン
公式記者会見」が行われ、竹下佳江球団副社長、中谷宏大
監督、貞包里穂キャプテンの3名が意気込みを語りました。

竹下球団副社長： 「チームが創設し、監督としての私の役目は
チームの基盤を作ることだと考えていました。多くのスポン
サー・後援会・ファンの皆さまのお力で、その目標を成し遂げることができたと感じ、後進にあとを託すことに
しました。今後は副社長として今までとは違った形でバックアップしてきたい。」

中谷監督: 「【No Limit,Go Upward！】のスローガンのもと、自分たちの限界を作らず常に上を見てチー
ムのレベルアップを図り、3年後には優勝できる力を持ったチームにしたい。」

貞包選手： 「昨年はV1リーグに挑戦して力の差を感じた。今年度は、新キャプテンとして各選手とコミュニ
ケーションを積極的にとって、ひとりひとりの良さを生かしてチームを強くしたい。」

　中播磨人権啓発活動地域ネットワーク協議会（神戸地方法務局姫路支局、姫路市、市川町
等で構成）主催で、バレーボールを通じて人権について学ぶ「バレーボール人権教室」が開催
されました。今年は3小学校で実施。7月と9月に、ヴィクトリーナ姫路の選手が小学校を訪問
し、バレーボールを通じて思いやりの心の大切さやコミュニケーションの大切さを伝えました。

姫路市立城北小学校9/8

市川町立川辺小学校7/9

姫路市立手柄小学校9/9

参加者： 5年生、6年生　65名
参加選手: 金杉由香、堀込奈央、清水茜里
質疑応答では、参加者から「バレーボールを通して強くなれたこと
はありますか」との質問に対し、堀込選手が「何事にもあきらめない
心、挑戦し続ける心を身に着けることができました」と答えました。

参加者: 6年生　106名（2グループに分けてバレーボール教室に参加）
参加選手: 吉岡可奈、田中咲希、孫田菜奈
質疑応答では、「チーム内でケンカしたり、仲間割れが起きたりしないの
ですか」との質問に対し、吉岡選手が「意見がぶつかることもありますが、
お互い自分の気持ちや考えを相手に伝え、しっかりコミュニケーションを
取りながらみんなで問題を解決しています」と答えました。

参加者: 6年生 49名、5年生（教室でリモート参加）64名
参加選手: 大元朱菜、脇田美怜、宮地佳乃
質疑応答では、「バレーボールをしていて、挫折しそうになった
ことはありますか。そこからどう立ち直りましたか」との質問に対
し、脇田選手が「私が大きなけがをしたときに、本当に治せるの
かとても不安でした。でも、チームメートに励まされたり、リハビ
リや練習を一緒にしてくれたのでとても心強かったです。仲間の
おかげでけがを克服することができました」と答えました。
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新スポンサーのご紹介

新たに、龍野生コンクリート株式会社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。

ホームスポンサー
生コンクリート事業
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【開幕初戦】 日立リヴァーレ

埼玉上尾メディックス

久光スプリングス

NECレッドロケッツ

岡山シーガルズ
JTマーヴェラス
デンソーエアリービーズ
東レアローズ

トヨタ車体クインシーズ

KUROBEアクアフェアリーズ
PFUブルーキャッツ
NECレッドロケッツ
KUROBEアクアフェアリーズ

茨城県 水戸市

埼玉県 久喜市

姫路市

姫路市

加古川市
加古川市

愛知県 西尾市

姫路市

姫路市

石川県かほく市
石川県かほく市
神奈川県 川崎市
神奈川県 川崎市

アダストリアみとアリーナ
（東町運動公園体育館）

毎日興業アリーナ久喜
（久喜市総合体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

加古川市立総合体育館
加古川市立総合体育館
西尾市総合体育館
ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

E・プラザいしかわ
E・プラザいしかわ
とどろきアリーナ
とどろきアリーナ
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トヨタ車体クインシーズ

久光スプリングス

JTマーヴェラス

埼玉上尾メディックス

デンソーエアリービーズ

東レアローズ

岡山シーガルズ

PFUブルーキャッツ

日立リヴァーレ

岡山市

姫路市

姫路市

埼玉県 さいたま市

滋賀県 大津市

滋賀県 大津市

姫路市

姫路市

石川県 金沢市

ジップアリーナ岡山
（岡山県総合グラウンド体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

サイデン化学アリーナ
（さいたま市記念総合体育館）

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

ウカルちゃんアリーナ
（滋賀県立体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

ヴィクトリーナ・ウインク体育館
（姫路市立中央体育館）

金沢市総合体育館

ホームゲームヴィクトリーナ姫路 試合日程 2020.09.26 現在

NEW TEAM PLAYERS　̶ ヴィクトリーナ姫路選手紹介 ̶

NEW TEAM
SLOGAN

リベロ 04
花井 萌里
Moeri Hanai

生年月日: 1997/4/17
身長: 167cm
出身地: 東京都足立区

ミドルブロッカー 03
大元 朱菜
Shuna Omoto

生年月日: 1995/5/2
身長: 175cm
出身地: 兵庫県神戸市

セッター 02
櫻井 美樹
Miki Sakurai

生年月日: 1996/5/1
身長: 170cm
出身地: 宮城県大和町

アウトサイドヒッター
キャプテン 01
貞包 里穂
Riho Sadakane

生年月日: 1996/4/13
身長: 171cm
出身地: 佐賀県嬉野市

ミドルブロッカー 05
長野 有紗
Arisa Nagano

生年月日: 1996/9/13
身長: 176cm
出身地: 神奈川県小田原市

アウトサイドヒッター 06
金杉 由香
Yuka Kanasugi

生年月日: 1995/6/16
身長: 177cm
出身地: 埼玉県桶川市

アウトサイドヒッター 08
宮地 佳乃
Kano Miyaji

生年月日: 2001/7/28
身長: 179cm
出身地: 東京都府中市

ミドルブロッカー 09
吉岡 可奈
Kana Yoshioka

生年月日: 1995/10/14
身長: 178cm
出身地: 東京都あきる野市

アウトサイドヒッター 10
脇田 美怜
Mirei Wakita

生年月日: 1996/12/10
身長: 170cm
出身地: 和歌山県岩出市

ミドルブロッカー 11
荒谷 栞
Shiori Aratani

生年月日: 1998/9/22
身長: 173cm
出身地: 東京都品川区

アウトサイドヒッター 12
孫田 菜奈
Nana Magota

生年月日: 1997/4/16
身長: 175cm
出身地: 山口県宇部市

アウトサイドヒッター 13
田中 咲希
Saki Tanaka

生年月日: 1996/9/21
身長: 170cm
出身地: 大阪府四條畷市

ミドルブロッカー 14
佐々木 千紘
Chihiro Sasaki

生年月日: 1997/11/17
身長: 175cm
出身地: 秋田県大仙市

アウトサイドヒッター 15
松本 愛希穂
Akiho Matsumoto

生年月日: 1997/6/29
身長: 170cm
出身地: 高知県芸西村

アウトサイドヒッター 16
清水 茜里
Akari Shimizu

生年月日: 1997/9/24
身長: 176cm
出身地: 愛知県名古屋市

No Limit,
Go Upward!

セッター 17
清田 萌
Moe Kiyota

生年月日: 2001/12/25
身長: 161cm
出身地: 埼玉県上尾市

リベロ
副キャプテン 18
溝口 由利香
Yurika Mizoguchi

生年月日: 1995/9/23
身長: 158cm
出身地: 福岡県福岡市




