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翠ジンソーダを飲んで
ヴィクトリーナ姫路を応援しよう！

本企画参加の飲食店において翠ジンソーダを
ご注文いただくと、1杯につき10円を
ヴィクトリーナ姫路の強化費用として協賛します！

実施期間: 2022年10月29日㊏～12月31日㊏
⬅このポスターが目印♪
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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）

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！

Information Topics 
・育成チームの活動報告　　・姫路スポーツマーケティング・ビジネススクール　　・第3回目 竹下佳江 座談会
・加西市 DX型ソーシャルインパクトボンド事業 ・C-ups 2022-23メンバー決定

育成 Information　マックスバリュ・ヴィクトリーナ

第64回近畿6人制バレーボール総合
男子・女子選手権大会 出場！

　９月3日(土)・４日(日)に開催された令和４年度第64回近畿6人制バ
レーボール総合男子・女子選手権大会にマックスバリュ・ヴィクトリーナ
が出場しました。1回戦は滋賀短期大学に２-０（25-22、25-17）に勝利
しましたが、2回戦で神戸親和女子大学第1セット23-25、第2セット
23-25と惜しくも敗れました。

明海大学
女子バレーボール部

育成 Information　明海大学女子バレーボール部

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権
大会 千葉県ラウンド優勝！

　7月10日（日）に開催された令和4年度天皇杯・皇后杯全日本バ
レーボール選手権大会千葉県ラウンドにおいて、明海大学女子バ
レーボール部が優勝しました。ファイナルラウンド出場を目指し、10
月22日（土）に開催される関東ブロックラウンドに向けて頑張ってま
いります。応援ありがとうございました！

育成 Information　関西福祉大学女子バレーボール部

1部残留決定&近畿6人制バレーボール
クラブ女子選手権大会優勝！！

　昨年1部昇格を果たし、4月9日～5月29日にかけて開
催された関西大学バレーボール連盟女子1部春季リーグ
戦において1部残留することができました。また、6月2６日
（日）、近畿6人制バレーボールクラブ女子選手権大会において、関西福
祉大学ウェルフェアリーズⅠが優勝しました！ 本大会２連覇となります。

HIMEJI
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『ヴィクトリーナ姫路』の立ち上げから学ぶ

姫路スポーツマーケティング・
ビジネススクール

アスリートSDGsプログラム

SDGs Information
姫路スポーツマーケティング・ビジネススクール

　SDGｓ活動の一環として、地域貢献や地域活性化を目的として受講料無料で「ヴィクトリーナ姫路の取り組みの過
程」や「マーケティングの理論・実務」をスクール形式で開催しました。受講生は姫路市内外から、40名参加しました。

　スポンサーやファンクラブといった無形の商品のプログラム、営業提案資料の作成方法、マーケティングの分析
手法、記者会見の開催実務やプレスリリースの作成といった実務に特化した講義内容を計８回行い、知見ある外
部講師による特別講演を５回行いました。そして、計13回の講義を経て、10/５に最終プレゼンテーションを開
催、8チームに分かれスポーツビジネスをテーマに発表。「商店街活性化とヴィクトリーナ」について発表したチー
ムが見事優勝しました。

　９月3日(土)・４日(日)の二日間、ベイコム総合体育館（尼崎市）において開催された
「令和４年度第64回近畿6人制バレーボール総合男子・女子選手権大会」において
ヴィクトリーナ姫路が優勝しました。
　女子の部は16チーム（当日棄権3チーム）が参加し、トーナメント方式で競われまし
た。ヴィクトリーナ姫路(兵庫県推薦)は、2回戦から参戦。今年度インターハイ優勝の金
蘭会高校に２-０、3回戦で園田学園女子大学を２-０、準決勝では東レアローズを２-０
で破りました。決勝では、神戸親和女子大学と対戦し、第1セット25-17、第2セット
25-19とストレートで勝利し、優勝を決めました。この大会では、初優勝となります。
また、あわせて、最優秀選手賞に櫻井美樹選手が選ばれました。
二日間にわたり、熱い応援をいただいた皆様、ありがとうございました。

第64回 近畿6人制バレーボール総合
男子・女子選手権大会

ヴィクトリーナ姫路 初優勝！

　たくさんのご声援ありがとうご
ざいました。大会で優勝できたこと
を、チームとしてとても嬉しく思っ

ています。リーグ戦で今シーズンのチームスローガン「突
破」を連続して実践できる姿をお見せできるように頑張り
ます！ 今後とも温かいご声援よろしくお願いします。

副キャプテン／セッター
櫻井 美樹 選手

加西市 DX型SIB事業
Others Information

　株式会社姫路ヴィクトリーナは、加西市と2019
年10月31日に包括連携・支援協力協定を締結し
ました。この度、健康分野における連携事業として
『加西市 DX型ソーシャルインパクトボンド事業』を開始することとなりました。加西市民の健康増進を目
的に「ヴィクトリーナ式エクササイズ」を加西市内の健康教室や動画配信で提供しています。
　第1期は吉岡選手と西原コーチが出前講座とフォローアップの動画を配信、シーアップスチアリーダー
からはきれいな歩き方の講座、ヴィクトリーナ姫路の管理栄養士から栄養講座の動画をそれぞれ配信。
10/２に第1期が終了、10/９からOB選手を起用した第2期がスタートしました。

　今回は初の行政との座談会で、赤穂市役所で勤務
する女性社員10名と、竹下佳江による座談会を開催
いたしました。座談会では、竹下佳江の経験をもとに
どういった環境で活躍してきたかを話し、自身のバ
レーボールを通した経験と現在の活動をふまえた上
で、産休や育休など、女性の活躍の為に必要なコトに
焦点を当て、SDGｓ【目標５ジェンダー平等を実現しよう】の、有意義な意見
交換の場となりました。

SDGs Information
第3回目 竹下佳江 座談会 「女性活躍推進について」

C-ups Information

C-ups
2022-23メンバー決定！

　『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』の専属チアリーダーズです。C-upsチアリーダーズは
『応援で地域を一つに』というスローガンのもと、ヴィクトリーナ姫路をファンの
皆様と一体となって応援をする目的で発足しました。ヴィクトリーナ姫路のホー
ムゲームでのパフォーマンスをはじめ、地域でのイベントにも参加しています。
　この度、5月14日(土)にC-upsチアリーダーズの2022-2023シーズンのメ
ンバーを決めるオーディションが開催され、今シーズンは8名のメンバーで活
動します。

KANA(rookie)

KANAKO

captain
YUI

MISAKI(rookie)

vice captain
AYUMI

MOMOKA

WAKANA

AIKA

育成 Information　ヴィクトリーナ姫路U-12アカデミー

ヴィクトリーナ姫路U-12アカデミー新設！
9月に開校！

　小学1年生～6年生を対象とした「ヴィクトリーナ姫路U-12アカデ
ミー」を新設しました。ヴィクトリーナ姫路の前監督・中谷宏大がアカ
デミーディレクターを務め、子どもたちにスポーツの楽しさと、バレー

ボールの技術を伝えていきます。
　運動能力向上を目的とした、初心者歓
迎の「アスレティックコース」と、バレー
ボールの技能向上を目指す経験者向け
の「スキルアップコース」があります。

活動場所／三菱電機姫路体育館
対象／小学1～6年生（男女問わず）
入会費／5,000円（税込）
月会費／アスレティックコース 3,000円
　　　　 スキルアップコース   4,500円

U-12アカデミー

ヴィクトリーナ姫路
U-12アカデミー



2022-23シーズン開幕前必勝祈願

播磨国総社で必勝祈願
　10月17日(月)、球団社長橋本明、選手
20名、チームスタッフ11名などが、播磨国
総社を訪れ、今シーズンの必勝を祈願しま
した。全員が怪我無く、日頃の鍛錬の成果
が試合で十分に発揮できるよう参加者一
同決意を新たにしました。今シーズン、姫路
でのホームゲームは11月12日・13日を初
戦に、全て土・日開催となり、来年3月まで
全12試合を予定しております。今シーズン
も新型コロナウイルス感染症拡大防止留意
しながら、全力で戦いますので、皆様の応援
をよろしくお願いします。

2022
10/29 
開幕

セレステ・プラク
Celeste Plak宮部 藍梨

優勝したら
1億円

2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN
2022-23  ホームゲーム日程

新規スポンサー企業のご紹介2022AVCカップ女子 優勝

新ユニフォーム

S
A
T

ナガセケムテックス株式会社
代表取締役社長
藤井 悟 様

ヴィクトリーナ姫路・大学コンソーシアムひょうご神戸
スポーツビジネスコンテスト
　ナガセケムテックス株式会社様ご協賛のもと、一般社団法人大学
コンソーシアムひょうご神戸との共催で、8月8日（月）に「ヴィクト
リーナ姫路・大学コンソーシアムひょうご神戸」スポーツビジネスコ
ンテスト、9/24(土)に企画プレゼンテーション大会を開催しました。

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。

2022年度 審査結果
金賞：大和工業株式会社 様　「姫路で働く魅力を伝える採用サイト」
銀賞：神姫バス株式会社 様　「選手によるバス車内アナウンス」
銀賞：宍粟市 様「ヴィクトリーナの森」

西部大会 2022 SUMMER LEAGUE
　2022年7月1日（金）～3日（日）に、ホームであるヴィクトリー
ナ・ウインク体育館で、「2022V・サマーリーグ女子大会（西部大
会）」が開催されました。西部大会では、V1・V2女子11チームと
大学選抜1チームの計12チームでリーグ戦を行いました。
　初戦は東レアローズとの試合で、2-0（25-19、29-27）で勝利、続く
ヴィアティン三重との試合も2-0（25-23、25-20）で勝利しました。2
日目はJTマーヴェラスとの試合に1-2（26-24、18-25、11-15）と惜
しくも敗れ、続くフォレストリーヴズ熊本との試合では2-0（27-25、
25-21）と勝利を飾りました。3日はトヨタ車体クインシーズに2-0
（25-23、28-26）で勝利。3位決定戦でデンソーエアリービーズに敗
れ、ヴィクトリーナ姫路は第4位という結果となりました。
　サマーリーグの3日間、多くの皆さまにご来場いただき、選手へ
の熱いご声援を、ありがとうございました。

AVCカップに花井・佐々木選手が日本代表として初出場
　2022年8月21日（日）から29日（月）にフィリピンのマニラで開催されたバ
レーボール国際大会の『2022AVCカップ女子』にて、女子日本代表が無敗の6
連勝で初優勝しました。ヴィクトリーナ姫路からは花井・佐々木選手の2名が選
出されました。世界を経験した花井・佐々木選手には、今シーズンこの貴重な経
験をチームに活かし、さらなる活躍をご期待ください。

花井萌里選手コメント
　大会に携わって下さった方々、ご支援ご声援をしてくださった
多くの方々に心より感謝します。ありがとうございます。素敵なス
タッフ、メンバーと優勝出来たことは私にとって大きな財産です。

佐々木千紘選手コメント
　AVCカップ2022の日本代表メンバーに選出していただき、国
際試合の雰囲気やプレーの躍動感を目の当たりにし、貴重な体
験を出来たことを心から感謝しています。

デザインテーマ
ホームタウンである兵庫県姫路市周辺の

播州地域には桜の名所が多く、チームカラー
でもあるピンクから連想される「桜」のモチー
フを胸に配置しました。ユニフォーム前面上
部には、桜の花をあしらい、下部には無限の
宇宙に「キラキラ輝く星」をデザイン。Vリーグで輝くヴィクトリーナの選手を表しています。背
中には『姫路から世界へ』のテーマのもと「白鷺」が羽ばたく瞬間をデザインしております。

ホームゲームは、ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市）にて12試合、先日連携協定を
締結した鹿児島県薩摩川内市のサンアリーナせんだいにて2試合を予定しています。
※なお、開催形態、チケット等につきましては、新型コロナウイルス感染症の今後の推移、Ⅴリーグ機構、
兵庫県、姫路市の方針等を踏まえ、決まり次第お知らせします。

左： 神姫バス株式会社　バス事業部営業課　上西 将平 様

選手によるバス車内アナウンス選手によるバス車内アナウンス
神姫バス株式会社 様神姫バス株式会社 様大和工業株式会社 様大和工業株式会社 様

姫路で働く魅力を伝える採用サイト姫路で働く魅力を伝える採用サイト

右： 大和工業株式会社　代表取締役社長　小林 幹生 様

※開催地「鹿児島県」は鹿児島県薩摩市内となります。

2022V・サマーリーグ女子西部大会 4位
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突破!
2022-23シーズンチームスローガン

新たに、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・マーケティング大賞 2022年度の審査結果

左： 宍粟市　副市長　富田 健次 様

ヴィクトリーナの森ヴィクトリーナの森
宍粟市 様宍粟市 様

　10月12日（水）、2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN開幕前の公式
会見を開催しました。会見の中で、今後5年間のうちにリーグで初優勝を飾ることが
できれば、スポンサー企業5社様から賞金1億円とハワイ旅行が贈られることを発表
しました。

　姫路市内に新しいアリーナが完成するまでの今後5年以内にチームが初優勝した場
合、スポンサー企業5社（グローリー株式会社様、大和工業株式会社様、株式会社ノ
バック様、株式会社１１７様、佐和鍍金工業株式会社様）から賞金1億円と、株式会社ノ
バック様からハワイ旅行をプレゼントしていただけることになりました。
　1億円のうち5000万円は選手やスタッフに、残りはチームの活動費に充てる予
定です。応援してくださっているスポンサー様やファンの皆様の期待に応えられる
よう、チーム一丸となって戦っていきます。

　今シーズンは、日本代表で尼崎市出身の宮部藍梨選手が加わり、昨シーズンも活
躍したオランダ代表のセレステ・プラク（Celeste Plak）選手の2シーズン連続の契
約となるなど、戦力をさらに増しています。今シーズン、ヴィクトリーナ姫路は、「突
破」をスローガンに掲げ、現状を突破し、ベスト8入りを目指します。
開幕初戦は10月29日（土）、岡山シーガルズとの試合となります。
2022-23シーズンも応援よろしくお願い致します。


