
山陽色素株式会社
株式会社ニチリン
株式会社石原商事

姫路信用金庫
ヒメジ理化株式会社
御国色素株式会社
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
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
中西不動産株式会社
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
株式会社ドコモCS関西
株式会社飯塚鐵鋼
株式会社籠谷

大和産業株式会社
ノアインドアステージ株式会社
株式会社KJホールディングス
共和建物管理株式会社
タツミ産業株式会社

株式会社シンエイコーポレーション
株式会社アイデック
菅尾・岩見法律事務所
全国商工事業協同組合連合会
堀忠水産株式会社
ジーピーエム株式会社
株式会社正光
平松工業株式会社
福伸電機株式会社
株式会社トータルサポート
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
サンライズ工業株式会社
松田土木工業株式会社
神興運輸有限会社
株式会社カジ
ダイネン株式会社
株式会社茨木金属商会
戸﨑産業株式会社

株式会社日本旅行 姫路支店
株式会社和貴
パナソニック株式会社

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
高田工業協業組合
エアシステム株式会社
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
株式会社ヤマノ
姫路ナブコ株式会社
姫路住設建材株式会社
菱南電装株式会社
高原　茂
北野産業株式会社
青山開発株式会社 青山ゴルフクラブ
株式会社三機サービス
兵庫菅公学生服株式会社
山陽建設株式会社
株式会社兵庫機工
遠藤　浩一
キクヤ調剤薬局
特定医療法人財団清良会
株式会社日下部
弁護士法人菊井法律事務所
伊賀産業株式会社
株式会社瀬戸電機工作所
株式会社勝好商事
高岡タクシー株式会社
特定医療法人光寿会
株式会社ナカシマ
新日本開発株式会社
株式会社桂スチール
株式会社大和ストライクライト
大和美術印刷株式会社
竹内鉄工株式会社
株式会社甘音屋
株式会社北村工務店

株式会社デンケイ
玉越工業株式会社
株式会社ナカムラ
株式会社髙馬鉄工建設
フジコー株式会社
澤田・中上・森法律事務所
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
天帝建設株式会社
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-hair TRIP
濱中製鎖工業株式会社
ヒガシマル醬油株式会社
医療法人山伍会　播磨大塩病院
エルザ動物病院グループ
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
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
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
株式会社讀宣姫路
今井酒造合名会社
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
名鉄観光サービス株式会社 神戸支店
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
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
錦メンテナンス株式会社
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
ヤスダ産業株式会社
株式会社吉田マリーン
中津紙器工業株式会社
株式会社重伸
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
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
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
株式会社大設
株式会社高木電機
テラマエ設備工業株式会社
印南養鶏農業協同組合
株式会社新宮クリーンランド
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
有限会社米澤工作所
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
姫路企業株式会社
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
佐藤精機株式会社
株式会社スペースデザイン三和
中播運輸工業有限会社
横田瀝青興業株式会社
株式会社光明兼光本店
太平工材株式会社
タケモト保険株式会社
株式会社池内工務店
昭和瀝青工業株式会社
みそら税理士法人
株式会社インシュアランスサービス
株式会社東和エンジニアリング
ヒメモク運送株式会社
司法書士 三輪・大野事務所
一級建築士事務所 Ageha建築設計

後援会会員一覧

VICTORINA TIMES
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victorina-vc.jp

・選手紹介のところに100の質問を選手が答えていま
す。選手のことを身近にかんじていただけるのではな

いかと思っております。
・ホームゲーム観戦ガイド

・公式HPの情報量の充実（コンテンツ増）

victorina-vc.jp

ヴィクトリーナ姫路
オフィシャルウェブサイト

Instagram
インスタグラム

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）

13&14th issue
2021 Autumn&Winter

Information

HPリニューアルHPリニューアルHPリニューアルHPリニューアル

ヴィクトリーナ姫路 公式サイト・
ファンクラブを共同運営しています。

姫路みたいは姫路みたいは

https://www.himeji-mitai.com

がんばれヴィクトリーナ！

　10月4日（月）、ホテルモントレ姫路にてV1開幕前の公式記者会見が
開催された。併せて現オランダ代表選手であるセレステ・プラク
（CelestePlak）選手の入団発表も行われ、今シーズン攻撃の核となる
選手として、V1上位を目指すヴィクトリーナ姫路での活躍に期待が寄
せられている。会見では、中谷監督と貞包キャプテンからV1開幕に向け
ての意気込みが語られた。その他、今シーズンからホームゲームを盛り
上げる専属チアリーダーズ「C-ups」の活動報告、着ぐるみのチームキャ
ラクター「ヴィック」の紹介なども行われた。今シーズン、ヴィクトリーナ
姫路は「Break -ブレイク-」というチームスローガンを掲げて戦っている。
そのスローガンの通り、様々な変革と進化を遂げていくヴィクトリーナ姫
路の活躍に注目したい。

〈記事：モダンタイムス〉

こだわり酒場のレモンサワーこだわり酒場のレモンサワーが楽しめる姫路のお店をご紹介!!

　旬の肴と旨い酒をキャッチフレー
ズに、姫路駅南日航ホテル東隣で34
年営業しています。焼鳥を始め、特に
播磨産の魚料理に力を入れていま
す。地酒30種、焼酎梅酒も合わせて
100種類取り揃えております。

姫路市南駅前町93 西川ビル1F
（JR姫路駅 徒歩２分）
営業時間／16:00～23:30（L.O. 23:00）
定休日／日曜（但し、月曜が祝祭日の場合、日曜営業）

☎079-224-5753

鳥勝駅南店
［姫路駅南］

　お一人様利用にも最適なカウン
ター席から、少人数～大人数にまで
対応する完全個室も◎
様々なシーンでご利用いただけます。

姫路市南畝町1-31（JR姫路駅 南口徒歩1分）
営業時間
金・土・祝前日 16:00～翌1:00（L.O. 0:00）
月～木・日・祝日 16:00～翌0:00（L.O. 23:00）
定休日／不定休

☎079-224-3313

隠れ家個室さくら
姫路南口駅前店
［姫路駅南］

新型コロナウイルスの影響により、営業時間・定休日が記載と異なる場合がございます。ご来店前は事前に店舗にご確認ください。

2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 開幕！
セレステ・プラク選手が入団し、新生チームでV1に挑む！
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日　　程 対戦カード 開　催　地開始時間
岡山シーガルズ

岡山シーガルズ

ＪＴマーヴェラス

ＪＴマーヴェラス

ＰＦＵブルーキャッツ

ＰＦＵブルーキャッツ

久光スプリングス

久光スプリングス

デンソーエアリービーズ

デンソーエアリービーズ

KUROBEアクアフェアリーズ

KUROBEアクアフェアリーズ

埼玉上尾メディックス

埼玉上尾メディックス

トヨタ車体クインシーズ

トヨタ車体クインシーズ

デンソーエアリービーズ

日立Astemoリヴァーレ

ＰＦＵブルーキャッツ

東レアローズ

埼玉上尾メディックス

岡山シーガルズ

NECレッドロケッツ

トヨタ車体クインシーズ

KUROBEアクアフェアリーズ

ＪＴマーヴェラス

久光スプリングス

姫路市

姫路市

姫路市

姫路市
福井県 あわら市

福井県 あわら市

佐賀県 佐賀市

佐賀県 佐賀市

姫路市

姫路市

姫路市

姫路市

姫路市

姫路市
三重県 四日市市

三重県 四日市市

埼玉県 上尾市

埼玉県 上尾市

埼玉県 上尾市

埼玉県 上尾市

姫路市

姫路市
山梨県 甲府市

姫路市

姫路市
兵庫県 神戸市

兵庫県 神戸市

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

トリムパークかなづ

トリムパークかなづ

SAGAプラザ総合体育館

SAGAプラザ総合体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

四日市市総合体育館

四日市市総合体育館

埼玉県立武道館

埼玉県立武道館

埼玉県立武道館

埼玉県立武道館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

小瀬スポーツ公園体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

グリーンアリーナ神戸

グリーンアリーナ神戸

ホームゲーム2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN　試合日程

　ヴィクトリーナ姫路のホームページが新しくなりました！試合をより楽し
めるよう、大会ガイドラインや、リーグの順位表、ホームゲームの観戦ガイ
ド、そしてチケット購入など、便利な機能が増えまし
た。また、100の質問に答える選手紹介など、選手を
より身近に感じられるようになりました♪その他、コン
テンツも充実！ ヴィクトリーナ姫路のHPをチェックし
て試合観戦をもっと楽しもう♪

Topics 
・育成チームの天皇杯・皇后杯 試合結果　　・SDGs「宍粟市と『ヴィクトリーナの森』個別協定締結式」
・C-upsの活動&C-ups Cafe&Sports Bar　　・ラジオ番組紹介　　・部活動訪問

育成 Information

天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 近畿ブロックラウンド試合結果

　10月10日（日）、和歌山県立橋本体育館にて行われた「令和
3年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 近畿
ブロックラウンド」に、育成チームの「マックスバリュ・ヴィクト
リーナ」がAグループで出場しました。また、今大会には、U23強
化指定チームの関西福祉大学ウェルフェアリーズ（クラブ）と、
連携協力関係にある神戸親和女子大学（大学）も兵庫県代表と
してBグループで出場。試合は近畿代表を懸けた2グループで

のトーナメント方式、各3セットマッチ。マックスバリュ・ヴィクト
リーナ（実業団）は、1回戦で勝利しましたが、2回戦で悔しくも
敗れました。関西福祉大学ウェル
フェアリーズは2回戦敗退、神戸
親和女子大学は3回戦（近畿B代
表決定戦）まで勝ち進みました
が、惜しくも敗退しました。

　プロを目指す選手の育成と、
地域におけるバレーボールの裾
野を広げることを目的に、2017
年マックスバリュ西日本株式会
社と協働で、ヴィクトリーナ姫路
の下部組織として設立。

　創部4年目を迎えるフレッ
シュなチーム。将来、日本を代
表する選手を排出することを目
標に、まずは最短での関西大学
バレーボール連盟1部昇格を
目指して練習を重ねています。

　「成し遂ぐ～感謝・徹底・進
化」をスローガンに、各大会
の頂点を目指しています。週
5～6日のペースでボールを
使った練習やトレーニングに
励んでいます。

　2019年に新設され、関東
大学バレーボール連盟に所
属。監督は春高バレーやイン
ターハイなどで、高等学校女
子バレーボール部を何度も
優勝に導いた太田監督。

関西福祉大学
女子バレーボール部

神戸親和女子大学
バレーボール部

明海大学
女子バレーボール部

C-ups Information

ヴィクトリーナ姫路専属チアリーダーズ　　　　

　『C-ups/シーアップス』は、女子バレーボール界初
のプロバレーボールチーム『ヴィクトリーナ姫路』専属のチアリー
ダーチームです。ファンの皆様と『応援で地域を一つに』という精神
のもと、ヴィクトリーナ姫路と一つのチームとして応援する目的に発
足致しました。メンバーはオーディションを実施し、総勢10名のうち
9名が正式メンバーに決定！あと1名は練習生として決定しました。
2021年10月30日（土）のホームゲームにて遂にデビューしました。 姫路市駅前町27番地テラッソ姫路4階　☎079-263-7415　11:00～24:00　https://c-ups.owst.jp

C-ups Café＆Sports Barグランドオープン！

　ヴィクトリーナ姫路専属チアリーダーズ「C-ups」のブランドカフェが、７月に
グランドオープンしました！ 場所はテラッソ姫路４階（アースシネマズ入口前）で
す。店舗は、バルコニー席などを含めて計76席と大小21台のディスプレイを設
置。メニューもこだわりのものが揃っており、時間帯によって楽しめるフードやド
リンクの種類が変わるのも特長。皆様のご来店をお待ちしております。

SDGs Information

宍粟市と『ヴィクトリーナの森』植樹事業に係る個別協定締結

SDGsへの取り組み
　9月17日（金）、包括連携・支援協力協定を結んでいる宍粟

市と、新たに『ヴィクトリーナの森』に係る個別連携協定の締結式を執り行
いました。株式会社姫路ヴィクトリーナは、2021年5月19日付けでSDGs
（持続可能な開発目標）への取り組み開始を宣言しています。また、スポー
ツチームとしてV1リーグの優勝や日本代表選手の輩出を目標とし、その達
成のために欠かせないファンを獲得するための一環として、地域の健康増
進活動（スポーツイベントの開催等）に積極的に取り組んできました。
　「この度の植樹事業は、ＳＤＧｓ【目標15　陸の豊かさも守ろう】として

植樹事業に取り組みつつ、それによって生じる間伐材で「グランピング施
設」や「アスレチック施設」を作り地域行政へ寄付します。地域の健康増
進の役割の一旦を担うことで、当社の本業であるファンの獲得を目指し
たいと考えております。」と橋本社長。
　宍粟市（市域面積の９０％が森林）にとっては、植樹事業の重要性を
啓発するリーフレット等にヴィクトリーナ姫路を活用しつつ、マーケ
ティング力やPR活動に強みを持つ民間企業のノウハウにより、行政負
担を軽減するメリットがありこの度の合意に至りました。第1回の植樹
活動は、Vリーグ公式試合終了後の2022年4月に地域の子ども達、地
元関係者とヴィクトリーナ姫路の選手が行う予定です。

ヴィクトリーナ姫路のラジオ番組&コーナー

　「ROAD TO VICTORINA」は、Kiss FM KOBEの人気番組「4 SEASONS」内のコーナー。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。ぜひお聞きください♪

　「ヴィクトリーナ姫路」の応援ラジオ番組「いいな117ヴィクトリーナ」は、2017-18シーズンまでチームで
活躍した菅原未来をパーソナリティーに、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。

いいな117ヴィクトリーナ

ROAD TO VICTORINA

放送日時／毎週月曜 17:35～17:50
ラジオ局／ラジオ関西

放送日時／毎週月曜 9：00～9：09頃
ラジオ局／Kiss FM KOBE

Others Information

ヴィクトリーナ姫路 夏の部活動指導週間2021

　7月28日（水）～31日（土）、選手・スタッフが地域のバレーボール部を指導
する「ヴィクトリーナ姫路　夏の部活動指導週間2021」を行いました。次世
代育成を含む地域貢献活動の一環として、姫路市内の中学校19校を対象に
バレーボール部の訪問指導を実施しました。今年度は新たに包括連携・支援
協定を結んでいる加西市で中学生の部活指導、産学連携協定を結んでいる
親和中学校・親和女子高等学校で小・中学生対象バレーボール教室を開催。
　昨年度はコロナウイルス感染症拡大により見送られたので、部活動を指導す
る取り組みは2年ぶりとなりました。訪問先の各チームのレベルや課題に合わ
せ、選手自身が練習メニューを考案し、実技を交えてアドバイスを送りました。

Others Information



　2021年５月1９日、株式会社姫
路ヴィクトリーナは、赤穂市と包括
連携・支援協力協定の締結式を執
り行いました。出席者紹介、協定書
への調印に続き、協定締結の記念
として竹下佳江球団副社長（当時）
から牟禮市長へ選手全員のサイン
入りボールの贈呈を行いました。赤
穂市との連携協定締結後の主な取
り組みは以下の通りです。

セッター

SHIRT NAME　AKARI

坊野 明里

生年月日: 2002/10/4
身長: 170cm
出身地: 滋賀県東近江市

Akari Bono 23
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各選手が自分自身の殻を破り、
チームに変化をもたらすという意味を込めました。
ひとつでも多くの勝利を重ねるため、選手・スタッフ一丸となって、
今までの「当たり前」に捉われず、挑戦を続けて参ります。

セッター

SHIRT NAME　SAKURAI

Sub Captain

櫻井 美樹

生年月日: 1996/5/1
身長: 170cm
出身地: 宮城県大和町

Miki Sakurai 2
ミドルブロッカー

SHIRT NAME　SHUNA

大元 朱菜

生年月日: 1995/5/2
身長: 175cm
出身地: 兵庫県神戸市

Shuna Omoto 3
リベロ

SHIRT NAME　MOERI

花井 萌里

生年月日: 1997/4/17
身長: 167cm
出身地: 東京都足立区

Moeri Hanai 4

・ヴィクトリーナ・マーケティング大賞の創設　　・二代目ヴィクトリーナ姫路チームバスがデビュー！

・ホームゲームにマスコットキャラクター「ヴィックくん」登場！　　・赤穂市と包括連携・支援協力協定を締結　　・新規スポンサー企業のご紹介

赤穂市と
包括連携・支援協力協定を締結

Top ics

一般財団法人
住野勇財団
故　理事長　住野 勇 様
ホームスポンサー

学校法人
甲南学園 甲南大学
理事長　長坂 悦敬 様
ホームスポンサー

新規スポンサー企業のご紹介

神田工業株式会社
代表取締役社長
髙島 一郎 様
ホームスポンサー

株式会社
立建コーポレーション
取締役　宮﨑 圭一郎 様
ホームスポンサー

新たに、上記の4社様と神姫バス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。

　ヴィクトリーナ姫路の初代チームバスは2017年10月に神姫バス株
式会社から無償譲渡され、北は青森から南は鹿児島まで全国を走行。し
かし、選手数・スタッフ数の増加に対応できなくなり、この度、新たなバス
を譲り受けることになりました。
　神姫バス株式会社からは、これまで実施してきた小中学生へのバレー
ボール指導や地域イベントへの参加などの地域活動に対する評価をいた
だき、今後更なる地域貢献、地方創生を目指すため新たなバスをご提供い
ただけることになりました。バスのデザインは、選手とファンの投票で決定。
これを機に、神姫バス株式会社は、マーケティングパートナーから公式スポ
ンサーになっていただきます。

　この度、2021-22シーズンのホームゲームから着ぐる
みのヴィックくんがセグウェイで登場しました。ヴィック
くんは株式会社宮本組よりご協賛いただき、子ども達か
らも大変人気でホームゲームを盛り上げてくれました。

セグウェイに乗っ
て

 ヴィックくんが登
場！

  ホームゲームを
、より

　一層盛り上げま
す♪

右：株式会社宮本組　代表取締役　宮本 活秀 様
中央右：神姫バス株式会社
　　　  代表取締役社長　長尾 真 様

ホームゲームにヴィックくん登場！
宮本組様より贈呈いただきました！

神姫バス株式会社から
新しいチームバス譲受

一、　赤穂市における青少年の健全育成を目的としたイベント参加、スポーツ教室等の実施
一、　関西福祉大学と協働で実施する「初の」姫路市外での定期的なバレーボールクリニックの実施
一、　竹下佳江と赤穂市　女性市職員との「女性活躍」をテーマにした座談会の開催（詳細調整中）

アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　SADAKANE

Captain

貞包 里穂

生年月日: 1996/4/13
身長: 171cm
出身地: 佐賀県嬉野市

Riho Sadakane 1

ミドルブロッカー

SHIRT NAME　ARISA

長野 有紗

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

Arisa Nagano 5

アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　PLAK

NEW

セレステ・プラク

生年月日: 1995/10/26
身長: 190cm
出身地: オランダ

Celeste Plak 6
セッター

SHIRT NAME　HORIGOME

堀込 奈央

生年月日: 1996/6/26
身長: 158cm
出身地: 兵庫県伊丹市

Nao Horigome 7
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　MIYAJI

宮地 佳乃

生年月日: 2001/7/28
身長: 179cm
出身地: 東京都府中市

Kano Miyaji 8
ミドルブロッカー

SHIRT NAME　YOSHIOKA

吉岡 可奈

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

Kana Yoshioka 9

アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　MIREI

脇田 美怜

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

Mirei Wakita 10
ミドルブロッカー

SHIRT NAME　SHIORI

Sub Captain

荒谷 栞

生年月日: 1998/9/22
身長: 173cm
出身地: 東京都品川区

Shiori Aratani 11
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　MAGOTA

孫田 菜奈

生年月日: 1997/4/16
身長: 175cm
出身地: 山口県宇部市

Nana Magota 12
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　TANAKA

田中 咲希

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

Saki Tanaka 13

ミドルブロッカー

SHIRT NAME　SASAKI

佐々木 千紘

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

Chihiro Sasaki 14
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　AKIHO

松本 愛希穂

生年月日: 1997/6/29
身長: 170cm
出身地: 高知県芸西村

Akiho Matsumoto15
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　SHIMIZU

清水 茜里

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

Akari Shimizu 16
セッター

SHIRT NAME　KIYOTA

清田 萌

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

Moe Kiyota 17

リベロ

SHIRT NAME　FUKUI

福井 愛加

生年月日: 1997/11/17
身長: 159cm
出身地: 兵庫県洲本市

Manaka Fukui 19
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　KAYA

渡邉 かや

生年月日: 1998/6/9
身長: 171cm
出身地: 東京都世田谷区

Kaya Watanabe 21
アウトサイドヒッター

SHIRT NAME　KANEDA

金田 莉実

生年月日: 1998/10/6
身長: 178cm
出身地: 群馬県高崎市

Rimi Kaneda 22

ヴィクトリーナ・ マーケティング大賞とは
　株式会社姫路ヴィクトリーナが主催するマーケティングへの
取り組みに対する表彰制度です。コロナ禍の厳しい経済環境の
中でも、スポンサー、後援会、自治体など関係者の皆さまが主体
となり、ヴィクトリーナ姫路のために新しい企画に取り組んでい
ただくことで、弊社のマーケティング活動を積極的に後押しして
いただきたいという趣旨でございます。今年の受賞は右の3社で、
受賞作には、表彰楯と副賞を贈らせていただきました。

2020年度 審査結果
金賞：森永乳業株式会社 様　
「ヴィクトリーナと動画でまなぶバレーボールノート」
銀賞：大和工業株式会社 様　「ヴィクトリーナ ラッピングバス」
銀賞：株式会社播磨リビング新聞社 様　「ヴィクトリーナスタイル創刊」

ヴィクトリーナ・マーケティング大賞の創設、2020年度の審査結果

森永乳業株式会社　左下：久芳 直樹 様 中央下：堀 麻実 様 右下：石原 沙紀 様

森永乳業株式会社 様森永乳業株式会社 様ヴィクトリーナと動画でまなぶバレーボールノー
トヴィクトリーナと動画でまなぶバレーボールノー
ト

左： 株式会社播磨リビング新聞社　代表取締役 埴岡 三人 様

ヴィクトリーナスタイル創刊ヴィクトリーナスタイル創刊

株式会社播磨リビング新聞社 様株式会社播磨リビング新聞社 様

右：大和工業株式会社　総務部課長 谷口 啓明 様

大和工業株式会社 様大和工業株式会社 様
ヴィクトリーナ ラッピングバスヴィクトリーナ ラッピングバス




