
MEDICS HOME GAME PROGRAM

※昨シーズンのグッズはオンラインストアのみの販売
今シーズンのグッズは会場とオンラインストアの両方で購入が可能です！※価格はすべて税込み。

メディックス好き集まれ !!

アイダ設計プレゼンツマッチ

入会申し込み受付期間 ： 2021年10月12日〜2022年4月30日

お問い合わせ : medics.mail@amg.or.jp

スペシャル会員
入会金：2,200円
年会費：55,000円

ホームゲームパートナーチームスポンサー

ジュニア会員
入会金：2,200円
年会費：2,200円

クスクス会員
入会金：2,200円
年会費：5,500円

メディーア会員
入会金：2,200円
年会費：11,000円

コースと特典など詳細や入会のお申し込みは
埼玉上尾メディックス公式ファンクラブ
「Sum's club」ホームページまで！

https://fc.saitama-ageo-medics.com/

　V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN に所属する埼玉上尾メディックスは、チーム
を応援していただけるファンの皆様に公式ファンクラブを新たにオープンするこ
とになりました。
　その名も「Sum's club」。一体感、一つになるという意味から名づけました。
会員種類は４種類、埼玉上尾メディックスの選手とファンの距離を縮めることを
目的にしたものです。コロナ禍の中でも対応できるインターネットを通したチ
ケット予約や情報収集、選手との交流ができます。もちろん状況が好転した際に
は直に触れ合う企画も計画しています。ぜひとも埼玉上尾メディックス公式ファ
ンクラブ「Sum's club」に入会して、埼玉上尾メディックスをより好きになって
いただきたいと思います！

スペシャル会員限定特典
オリジナルイベント※１、オリジナルプレゼント、直筆サイン入り
クリスマスカード

≪特典≫
入場券優先購入※２、ホームゲーム来場イベント（ガチャガチャ＋
スタンプラリー）、ホームゲーム優先入場（最優先）

ホームゲーム来場プレゼント（オリジナルトレカ）、体験イベント
（参加可能※３）、ファン感謝祭ライブ配信（配信あり※４）

会員証（デジタル＋カード型会員証メタルカード）、限定プレゼン
ト（オリジナルノート＋オリジナル T シャツ）、デジタルコンテン
ツ、メルマガ、バースデーメッセージ

≪特典≫
ジュニア会員限定オンラインイベン
ト、入場券優先購入※２、ホームゲー
ム来場イベント（ガチャガチャ＋スタ
ンプラリー）、会員証（デジタル会員
証）、限定プレゼント（オリジナルノー
ト）、デジタルコンテンツ、メルマガ、
バースデーメッセージ

≪特典≫
入場券優先購入※２、ファン感謝祭ラ
イブ配信（配信あり※４）

会員証（デジタル会員証）、デジタル
コンテンツ、メルマガ、バースデーメッ
セージ

≪特典≫
入場券優先購入※２、ホームゲーム来場イベント（ガ
チャガチャ＋スタンプラリー）、ホームゲーム優先
入場（通常優先）

ホームゲーム来場プレゼント（オリジナルトレカ）、
体験イベント（参加可能※３）、ファン感謝祭ライ
ブ配信（配信あり※４）

会員証（デジタル＋カード型会員証）、限定プレゼ
ント（オリジナルノート＋オリジナル T シャツ）、
デジタルコンテンツ、メルマガ、バースデーメッ
セージ

【会費について】
　上記会費は税込表示です。

【カード型会員証について（スペシャル会員・メディーア会員のみ）】
　カード型会員証は新規入会時のみの特典です。

※ 1：ライブ配信およびホームゲームイベント招待となります。また、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がございます。　※ 2：ホームゲームのみ一般席をチケットシステムから優先購入可能です。また応援団席は、ホームとアウェイの両方でお申し込みいただけ
ます。　※ 3：スペシャル会員限定の特典がございます。また、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がございます。　※ 4：二部制のイベントです。スペシャル会員とメディーア会員の方は両部ご視聴いだだけます。クスクス会員の方は一部のみのご視聴となります。

 メディックスが 
 さらに好きになる！
SNS情報はこちら➡

https://twitter.com/Saitama_AMG https://www.instagram.com/
Saitama_AMG/

アクリルスタンド
2,500円会場限定

サイン入りボール
4,500円

パーカー
3,800円2,100円

応援Tシャツ

3,500円
選手№Tシャツ

800円
ユニフォームキーホルダー

会場でご購入いただけるのは
今回がラストです!!

ご購入はオンラインショップまで

https://medics.stores.jp/

OFFICIAL GOODS

開催日 開催地 対戦相手 会場
3月9日 埼玉県上尾市 NEC デジタル配信

埼玉県内ホームゲームスケジュール

※最新の情報は埼玉上尾メディックスホームページでご確認ください

上尾大会は山中選手、
岳野選手のサイン入り！
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　PLAYERS

STAFF
●部長／中島里史　●GM／肥留川正弘
●GM補佐／佐藤嗣朗　●コーチ／馬場大拓、蓑輪貴幸、冨田直人
●トレーナー／嶋崎 愛　●フィジオセラピスト ／丸毛達也
●トレーナー ／馬 晋　●アナリスト ／三島静香
●アドバイザー ／原 桂子　●マネージャー／小山潮李
●通訳／畠山亜希子、島田桃大　●ドクター／大塚一寛
●事務局／平安座あきな、久保田帆風
●スカウト／石原昭久

　　　　　　　　　　　　　　　　

プロフィールの見方　OH＝アウトサイドヒッター、MB＝ミドルブロッカー、OP＝オポジット、S＝セッター、L＝リベロ、C＝キャプテン　
                              ①生年月日②身長③出身地④経歴⑤ホームゲームの抱負　※内定選手は紹介と抱負です

IWASAKISHIRT 
NAME

S 岩崎こよみ
いわさき・こよみ

①1989年5月1日　②175㎝　
③東京都狛江市　④下北沢成徳高→
パイオニア→LARDINI Filottrano（イタリア）
⑤昨年5月に出産し復帰のシーズン。
家族やチームの支え、ファンの皆様
の応援に感謝し全力で戦います！

2

YAMAGUCHISHIRT 
NAME

OH・OP 山口珠李
やまぐち・しゅり

①1998年9月2日　②176㎝
③埼玉県行田市
④下北沢成徳高
⑤会場に足を運んでいただきありがと
うございます! 勝ちにこだわり、持ち
前の元気でチームを盛り上げます☆

6

SATOSHIRT 
NAME

OH 佐藤優花
さとう・ゆうか

①1994年1月24日　②172㎝
③岡山県玉野市
④就実高→トヨタ自動車
⑤自信を持ってプレーし、チームと
しても個人としても結果が残せるよ
うに全力やり切ります！

10

KURISUSHIRT 
NAME

MB 栗栖明歩
くりす・あきほ

①1998年8月8日　②180㎝
③広島県安芸太田町
④進徳女高→京都橘大→大阪
⑤ホームゲームで皆さんと一緒に熱く戦っ
ていきたいです! 武器である高さを生かした
攻撃とブロックでチームに貢献します！

21

アントニオマルコス, レルバッキ
LERBACH ANTONIO MARCOS

岡崎安湖 おかざき・あこ

1958年1月4日生まれ　ブラジル出身
ブラジルのアンダーカテゴリー代表監督時代、
のちに黄金時代を築く数々のスタープレーヤー
を育成した世界を知る名将

SANTIAGOSHIRT 
NAME

MB サンティアゴ,
アライジャ ダフニ
Alyja Daphne Santiago

①1996年1月20日　②195㎝
③フィリピン
④フィリピン代表、フィリピンプロリーグMVP
⑤すべての試合にベストを尽くし、
皆さんに勇気を与えられるような熱
い試合をお見せしたいと思います。

3

AOYAGISHIRT 
NAME

MB 青柳京古
あおやぎ・きょうこ

①1991年12月16日　②182㎝
③長野県信濃町
④長野日大高→愛知学院大
⑤本日は会場に足を運んでいただき
ありがとうございます! 打点の高さを
武器にチームに貢献します！

11

MEGUROSHIRT 
NAME

OH 目黒安希
めぐろ・あき

①1998年5月25日　②172㎝
③福島県郡山市　④郡山女大附高→青山学院大
⑤ホームゲームに足を運んでいただ
きありがとうございます！　勝利に貢
献できるように一生懸命頑張るので
応援よろしくお願いいたします！

22 KAMEISHIRT 
NAME

OH 亀井美子
かめい・よしこ

①2003年7月7日　②171㎝
③山形県長井市　④長井北中→米沢
中央高在学中　⑤小気味いい攻撃が持ち
味で将来性が高いアタッカー。「多くの方々に
応援していただけるよう、明るく元気に、感
謝を忘れず日々精進していきたいと思います」

23

HORISAKOSHIRT 
NAME

OH 堀迫 雅
ほりさこ・みやび

①2000年1月10日　②177㎝
③岐阜県安八町　④県立岐阜商高→
中京大在学中　⑤メディックスに少な
い高さのあるスパイクを放つアウトサ
イドヒッター。「向上心を忘れず、チー
ムに貢献できるよう精一杯頑張ります」

15

YAMANAKASHIRT 
NAME

MB 山中宏予
やまなか・ひろよ

①1999年11月11日　②180㎝
③埼玉県和光市　④細田学園高→青山
学院大在学中　⑤日本人離れしたジャ
ンプ力を生かし日本代表を目指せる逸
材。「勝利に貢献できるよう日々精進しま
す。応援よろしくお願いいたします！」

1

SASAKISHIRT 
NAME

OH 佐々木海空
ささき・みく

①1999年5月25日　②173㎝
③岩手県盛岡市　④盛岡誠桜高
⑤ホームゲーム、ファンの皆さんと一緒に
なって勝利できるよう全力で頑張ります！
どんな場面で入ってもいい形でチームに貢
献して得点につながるように頑張ります。

16 KAMATASHIRT 
NAME

S 鎌田咲希
かまた・さき

①1999年1月6日　②165㎝
③福岡県福岡市
④誠英高→日本体大
⑤自分にとって初めてのリーグになるので、
粘り強いつなぎのトスとレシーブでチーム
の優勝に貢献できるように頑張ります。

17

TAKENOSHIRT 
NAME

L 岳野ひかる
たけの・ひかる

①1999年6月11日　②167㎝
②長崎県長崎市　④九州文化学園高→
日本体大在学中　⑤安定した守備力で
将来性のある選手。「自分の持ち味である
粘り強さで勝利に貢献できるように頑張
ります。応援宜しくお願いします！」

20

SUZUKISHIRT 
NAME

MB 鈴木日葵
すずき・ひびき

①1997年12月13日　②183㎝
③千葉県船橋市
④市立船橋高→群馬銀行
⑤本日は会場にお越しいただいてありがと
うございます！ 自分らしくプレーしてチーム
に貢献します！ 応援よろしくお願いします!!

4

YOSHINOSHIRT 
NAME

OH 吉野優理
よしの・ゆうり

①1999年12月16日　②175㎝
③青森県弘前市
④由利高
⑤復帰して元気にプレーしている姿を皆様
にお届けできるように、そして少しでもチー
ムに貢献できるように私らしく頑張ります。

8

IWASAWASHIRT 
NAME

L 岩澤実育
いわさわ・みいく

①1999年10月13日　②162㎝
③東京都町田市
④下北沢成徳高
⑤会場に足を運んでくださった皆様
ありがとうございます! チーム一丸と
なり日本一に向けて頑張ります！

12

GONDASHIRT 
NAME

MB 権田寛奈
ごんだ・ひろな

①2001年1月11日　②186㎝
③埼玉県戸田市　④細田学園高
⑤ホームゲームに来てくださりあり
がとうございます!!　身長を生かした
プレーでチームに貢献しますので応
援よろしくお願いします。

18

LORENNESHIRT 
NAME

OP ティシェイラ,
ロレンネ

Lorenne　Teixeira

①1996年1月8日　②187㎝
③ブラジル・コンセリェイロ・ラファイエテ
④ブラジル代表
⑤いつものように最善を尽くしたいで
す。皆さんの応援を頼りにしています！

24

YAMAZAKISHIRT 
NAME

S 山崎のの花
やまざき・ののか

①1998年9月9日　②172㎝
③静岡県袋井市
④下北沢成徳高
⑤高校のころに培った高い二段トスに
は自信があるので注目してみてくださ
い！

5 

UCHISETOSHIRT 
NAME

OH 内瀬戸真実
うちせと・まみ

①1991年10月25日　②171㎝
③宮崎県延岡市
④延岡学園高→鹿屋体大→日立→ 
Hermaea olbia（イタリア）→トヨタ車体
⑤優勝するために毎試合強くなり続けます。全力で
戦いますので引き続き応援よろしくお願いします。

9

SHIINASHIRT 
NAME

OH 椎名真子
しいな・まこ

①1999年8月6日　②178㎝
③茨城県龍ケ崎市　④下北沢成徳高
⑤昨季は会場でお会いすることができず
残念だった分、とてもうれしいです! チー
ム一丸となって頑張ります! 力強い高さを
生かしたプレーにご注目！

14

NIIDASHIRT 
NAME

OH 仁井田桃子
にいだ・ももこ

①2000年8月1日　②176㎝
③東京都武蔵村山市　④下北沢成徳高
⑤メディックスらしいプレーで皆様
に元気を与えられるように頑張りま
す。個人的には速い攻撃とディフェ
ンスに注目してほしいです！

19

監督 マネージャー

上位にも負けない守備力と相手を揺さぶるバレーで
連勝をつかみ取り、終盤戦へ勢いをつなげろ！
26日は現在2位の東レアローズとの対戦。ポイントゲッターのクラン,ヤナ、石川真
佑の両エースを軸としたハイレベルなバレーを展開する東レに対し、高さと守備力
を生かしたバレーで勝利をつかめ！　続く27日の相手は、対戦成績1勝1敗と引き
分けているPFUブルーキャッツ。前回はメリーサ,バルデスら若手の勢いに苦戦し
たが、これまでのリーグを通し培ったチーム力で白星を挙げて勝ち越しに挑む。

旧チームウエアをリメイクして販売するこのプロジェクト。昨年11月に
行われた第１弾でゲットできなかった…という声を受けて、グッズを再
販売中です。また、新たに『あなたの家で眠っているウエアもリサイク
ルします！～』を開催中。ホームゲームにご来場の際にはご自宅で眠っ
ているレプリカユニフォームやTシャツ、パーカーなどをお持ちの上、
ぜひご参加ください！

★アイダ設計プレゼンツマッチ★
うれしいコラボ企画が盛りだくさん！　埼玉上尾メディックス×アイダ設計プ
レゼントイベント開催中！　詳しくは埼玉上尾メディックスホームページまで

※2021-22シーズンのオフィシャルグッズは利用不可、詳細はホームページまで！

掲げた個人スローガンは「崩れない」
キラリと光るプレー盛り上げる守護神
今シーズン全試合に出場し、内瀬戸とともにサー
ブレシーブ成功率でリーグ上位につけるなど安定
感抜群のプレーで守護神としてもキャプテンとし
てもチームを牽引している山岸。残りの試合でも
チームのピンチを救う守備に期待大！
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2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN V・レギュラーラウンド　6位（※2月23日現在）

ミニミニ小ネタ箱
メディックスBOX

YAMAGISHISHIRT 
NAME

L 山岸あかね
やまぎし・あかね

①1991年1月8日　②164㎝
③長野県須坂市　④東海大付三高

（現・東海大付諏訪高）→東海大
⑤ホームゲームで皆様とお会いできるのがとて
も楽しみです。皆様に心震えるような熱いバレー
がお見せできるようにチーム全員で頑張ります！

7
C

メディックスはきらり☆あげお広報大使として
活躍中！　アクセス編に登場！

上尾CITY NEWS
みんなでつくる 
みんなが“輝く”まち あげお

プロモーションムービー公開中！▶▶▶

上尾市

埼玉県

 Q2.内定選手が教える！ メディックスってこんなチーム！

 チームに合流したときの印象を教えてください。

 ウエアロスをなくそうプロジェクト第2弾!! 

 あなたの家で眠っているウエアも 

 リサイクルします！

ホームゲーム情報

上尾市は、東京駅・新宿駅から電車で約40分の距離に
あり、人口は23万人を超え現在も増加中です。昭和51
年には全国に先駆けスポーツ都市を宣言し、キラリ☆
あげおＰＲ大使でもある「埼玉上尾メディックス」とと
もにまちの活性化に取り組んでいます。

内定

内定

内定

内定

内定

名前：メディーア
説明：女神アテナに仕える
            攻撃メインの女戦士

名前：クスクス
説明：守備のスペシャリスト
            神獣ムササビ

①1999年11月15日　③兵庫県神戸市
④伊川谷高→園田学園女大在学中
明るくはきはきとした人柄でメディックスを陰で
支える期待のマネージャー。「大学生活で培ってきた

知識に加え、新しくたくさんのことを学ばさせて頂き、自分の中で、常に目
標に置いている“選手がプレーをしやすい環境作り”を心掛け、頑張ります」

今週の
ご当地ガール《埼玉編》

っしゃー!!!

やるぞー! 埼玉パワー
全開!!!

埼玉県行田市出身

♯6 山口珠李
埼玉県戸田市出身

♯18 権田寛奈
埼玉県和光市出身

♯1 山中宏予

埼玉パワーで
頑張ります!!

PICK UP PLAYER!

山岸あかね

岩崎こよみ選手×佐藤優花選手×佐々木海空選手がおすすめの上尾に来たらここ！
☆岩崎こよみ選手：ラッキーズのパンは「つのパン」が名物で私も焼きたてのタイミ
ングで行けたら買います!!  私がよく買うのはバインミーです！ サンド系が種類豊
富でボリュームもあるのでおすすめです！
☆佐藤優花選手：イオンモール上尾のUNITED NATURE（ユナイテッドネイ
チャー）はお店がおしゃれでフルーツサンドがかわいくておいしいです!!
☆佐々木海空選手：埼玉県立武道館の近くのパン屋さんペンギンがおすすめです！
カレーパンがとってもおいしいです

選手が
紹介!!

2月26日（土） vs. 東レアローズ

2月27日（日） vs. PFUブルーキャッツ

山中宏予（ヒロ）選手
メディックスは選手ど
うしの会話が多く、す
ごく練習中も明るい雰
囲気で溶け込みやすい
環境だなと感じました！

堀迫 雅（ミヤビ）選手
みんな仲がよいイメージ

亀井美子（ミコ）選手
個 性を理 解し合い、
コートの中ではそれぞ
れのよさが出るのはも
ちろん、コート外でも
すごく明るくて楽しそ
うなイメージが強かっ
たです。あと、みんな
スタイルがいいなと思
いました。

岳野ひかる（ルカ）選手
･ONとOFFの切り替えがある！
･年齢関係なく仲がいい！
･寮の食事がおいしい！

ロゴや素材を生かしたポーチやキャップなどお気に入りを見つけてください!
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