
HOME GAME PROGRAM

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、冨田直人　●アドバイザー／原 桂子
●アナリスト／三島静香　●ヘッドS＆Cコーチ／嶋崎 愛　●ヘッドメディカル／小川未央
●セラピスト／馬 晋　●ハイパフォーマンスリエゾン／山内 亮
●通訳／高橋美帆　●ドクター／大塚一寛　●マネージャー／小山潮李、岡崎安湖
●広報担当／久保田帆風　●事務局／平安座あきな　●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　
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

大久保 茂和 OKUBO Shigekazu

1980年2月9日生まれ　神奈川県川崎市出身
現役時代（堺ブレイザーズ）はリベロとして活躍。
引退後は久光製薬スプリングスでコーチを務め、日本代表で
もロンドン五輪銅メダルをはじめ数々の好成績を残したチー
ムを支えた。今シーズンより初めて監督として指揮を執る。

監督

MB 山中宏予
やまなか・ひろよ

S 山崎のの花
やまざき・ののか

OH 佐藤優花
さとう・ゆうか

OH 堀迫 雅
ほりさこ・みやび

OH 仁井田桃子
にいだ・ももこ

OH 亀井美子
かめい・よしこ

S 岩崎こよみ
いわさき・こよみ

L 山岸あかね
やまぎし・あかね

MB 青柳京古
あおやぎ・きょうこ

OH 佐々木海空
ささき・みく

L 岳野ひかる
たけの・ひかる

OH ロゾ,サラ
LOZO Sara 

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

OH 吉野優理
よしの・ゆうり

L 岩澤実育
いわさわ・みいく

S 鎌田咲希
かまた・さき

MB 栗栖明歩
くりす・あきほ

MB 鈴木日葵
すずき・ひびき

OH 内瀬戸真実
うちせと・まみ

OH 椎名真子
しいな・まこ

MB 権田寛奈
ごんだ・ひろな

OH 目黒安希
めぐろ・あき

①1999年11月11日　②181㎝
③埼玉県和光市
④細田学園高→青山学院大
⑤高さあるプレーにご注目！　みんなで一点一
点全力で喜ぶ姿、熱量が伝わる試合で、勝利を
目指します！　応援よろしくお願いします！

①1998年9月9日　②172㎝
③静岡県袋井市
④下北沢成徳高　
⑤ご声援ありがとうございます。大久保監督を
筆頭に常に向上心を持ってチーム全員で成長し
ていく姿を見せられたらと思っています！

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いつもたくさんの応援が本当に力になりま
す。今年こそリーグ優勝に向けてチーム一丸と
なり一戦一戦全力で頑張ります！

①2000年1月10日　②177㎝
③岐阜県安八郡安八町
④県立岐阜商高→中京大
⑤監督が代わり、今までとは違ったメディック
スをお楽しみいただけたらと思います。これか
らも応援よろしくお願いいたします。

①2000年8月1日　②178㎝
③東京都武蔵村山市
④下北沢成徳高
⑤監督やユニホームが変わりました。団結力は
リーグで一番！　速い攻撃と安定したディフェ
ンスで優勝に貢献できるように頑張ります！

①2003年7月7日　②171㎝
③山形県長井市
④米沢中央高
⑤自信を持って何事にもどんどん挑戦していき
たいと思います。チームが「和」になってる試合
ができたらと思います。

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ご来場いただきありがとうございます！　今季
のスローガンは「和」です。ファンの皆さんを含めて
ワンチーム！　どんなときも共に戦いましょう！

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今季も皆さんの心に響き、そして心に残るよ
うな熱い試合をお見せできるようにチーム全員
で頑張ります！　よろしくお願いします！

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皆様の応援が私の力です！　昨年30歳を迎え
ましたがまだまだ成長し続ける選手でありたいと
思っています！　上尾を日本一にしましょう！！

①1999年5月25日　②173㎝
③岩手県盛岡市
④盛岡誠桜高
⑤今シーズンも明るく元気に声を出し続けて一
戦一戦頑張ります！　パワーのある攻撃に注目
してほしいです。応援よろしくお願いします！

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　
⑤目標はリーグ優勝ですが、目の前の一戦一
戦を選手、スタッフ全員で団結し勝ちにいきま
す！　温かい応援、よろしくお願いします！！！

①1997年4月29日　②186㎝　③セルビア共
和国ヤゴディナ　④セルビア代表、2022ネー
ションズリーグ3位、世界選手権2022優勝
⑤今年、メディックスでプレーをします！　私
たちの試合を応援しにぜひ会場にお越しくださ
い！　全力で頑張ります！

①1996年1月20日
②195㎝　③フィリピン
④フィリピンプロリーグMVP
⑤ワクワクする試合をお届けできるようベスト
を尽くし、全ての試合の勝利のため献身的に意
志を強く持ち情熱的に全力で臨みます。

①1999年12月16日　②171㎝
③青森県弘前市
④由利高
⑤全員バレーで誰が出ても勝てるチームを作っ
ていけたらいいなと思います。優勝目指して頑
張ります。応援よろしくお願いします。

①1999年10月13日　②162㎝
③東京都町田市
④下北沢成徳高
⑤まだ声は出せないですが、いつも皆さんの応
援に助けられています！　これからも埼玉上尾
メディックスの応援よろしくお願いします！

①1999年1月6日　②165㎝
③福岡県福岡市
④誠英高→日本体大
⑤いつも温かいご声援ありがとうございます。
全員で団結し、パワーアップしたメディックス
を楽しみにしていてください！

①1998年8月8日　②180㎝
③広島県山県郡安芸太田町
④進徳女高→京都橘大→大阪
⑤速い攻撃展開と息の合ったコンビにご注目
を。リーグ中も常に進化し成長し続けるので、
最後の最後まで応援よろしくお願いします。

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会場に足を運んでくださり、ありがとうござ
います！　自分に与えられた役割を果たせるよ
う頑張ります！　楽しんでいってください！

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応援ありがとうございます。私たちのプレー
でたくさんの方がバレー楽しいって思っていた
だけるように全員で優勝目指して頑張ります。

①1999年8月6日　②179㎝
③茨城県龍ケ崎市
④下北沢成徳高
⑤会場にお越しいただきありがとうございます！
今年もチーム一丸となって優勝目指します！　た
くさんのご声援よろしくお願いします！

①2001年1月11日　②187㎝
③埼玉県戸田市
④細田学園高
⑤今シーズンは監督が代わって新しいメディッ
クスを皆さんにお届けすることができると思い
ます！　チーム一丸となって頑張ります！

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会場でしか味わえない空気を楽しんでもらえ
たらうれしいです。元気を与えられるように頑
張ります。熱い応援よろしくお願いします。
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ユリ

ミイク

サキ

アキホ

ヒビキ

マミ

マコ

ゴン

メグ

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 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/

https://www.tiktok.com/
@saitama_ageo_medics

SAITAMA 
AGEO MEDICS

2022年11月5、6日　vs.PFUブルーキャッツ　陸前高田市（岩手県） 総合交流センター(夢アリーナたかた)

2022年11月19、20日　vs.日立Astemoリヴァーレ　京都市（京都府） 京都市体育館

2022年11月26、27日　vs.ヴィクトリーナ姫路	 大田区（東京都） 大田区総合体育館

2023年1月7、8日　vs.KUROBEアクアフェアリーズ　上尾市（埼玉県） 上尾市民体育館

2023年1月28，29日　vs.デンソーエアリービーズ　さいたま市（埼玉県）  サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館）

2023年2月４、５日　vs.岡山シーガルズ　上尾市（埼玉県） 埼玉県立武道館

2023年3月４、５日　vs.ヴィクトリーナ姫路　vs.トヨタ車体クインシーズ　上尾市（埼玉県） 埼玉県立武道館

2023年3月25、26日　vs.東レアローズ　vs.NECレッドロケッツ　深谷市（埼玉県）  深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル）

ホームゲームスケジ
ュール



SAITAMA AGEO MEDICS
メディックス好き集まれ !!

入会申し込み受付期間 ： 2022年9月1日〜2023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

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/

　埼玉上尾メディックスの公式ファンクラブ、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られました。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。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。そのほか各種イベントも企画中。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、直筆サイン入り A2 ポスターフレームセット、
直筆サイン入りクリスマスカード、スペシャル・メディーア会員限定動画

≪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

メディーア会員限定特典
スペシャル・メディーア会員限定動画

≪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。
※メディーア会員の会員証には入会年月日の記載はございません。

※ 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。

3,800円

選手イチオシ！
ダンボールニット
トレーナー！

400円

今年もやります！
ガチャガチャ
缶バッジ！

その他の定番商品も
新ユニフォームデザインに
なりました！
応援Tシャツは
３種類！！！

グッズ売り場へGOGO!!

OFFICIAL GOODS

Sum's clubではここでしか見られない選手の姿が盛りだくさん！　ぜひぜひチェックを！

☆ほのかめら☆
試合前後のオフショットや
前日練習の様子も見られます！

☆ファン感謝祭☆
ジェスチャーゲーム＆私物プレゼントで
大盛り上がり♪

☆選手ブログ☆
選手たちのオフの様子やお気に入りの
アイテムが見られるのはここだけ！

☆ラジオブログ☆
動画でトークを楽しんじゃってください！

 公式ファンクラブSum's clubをちょっと見せ!!

いよいよ注目のシーズンが幕を開ける。2022-23Vリーグ。大久保茂和監督の下、
新たな船出を切った埼玉上尾メディックス。今季最初のホームゲームで迎え撃つ
のは、PFUブルーキャッツだ。10月の国体では惜しくも決勝で敗れ涙をのんでお
り、ぜひ、陸前高田の地で借りを返したいところだ。大久保監督就任以降、22
名の選手誰が出ても遜色なく戦えるようレベルアップを目指し、選手一人ひとり
の“個”が最大限の力を発揮できるよう練習に励んできたメディックス。会場の大
声援を力に変えて、全力で勝利に挑む

2022年11月5、6日 vs. PFUブルーキャッツ

今季最初のホームゲーム

チームとファンが「和」になって

勝利を目指す

岩手大会★東北出身ご当地ガール&紹介おすすめスポット

NEWSNEWS
陸前高田強化合宿レポート！

イベント情報

今年8月「夢アリーナたかた」にて強化合宿を行いました。
強化合宿の合間にも選手たちは陸前高田市内を堪能した
様子。陸前高田市の皆さん、大変お世話になりました！
8月11日にはバレーボール教室を開催し、岩手県出身の佐々
木海空選手の指揮の下、地元の小学生を対象に行われま
した。

RECOMMENDED 
SPOT

オススメオススメ

オススメ
青森県は“ねぷた祭”（弘前市）”。ぜひ参
加して家族、友人、恋人と楽しい時間
を過ごしてほしいなあと思います。岩手
県では“わんこそば”を激推しします！　
私の最高は60杯ぐらい。食べたらどん
どんそばが追加されてお椀を閉じる暇
がないぐらい早いです。

2022-23シーズン初のホームゲーム
開催記念に埼玉上尾メディックスオ
リジナルステッカーを両日先着100
名様にプレゼント‼　選手も愛用し
ている使いやすいステッカーです。
１階入場口にて配布いたします

試合終了後に座席番号で抽選を行い、1名の方にそ
の日活躍した埼玉上尾メディックスの選手のサイン
が入った試合球をプレゼント！

私の地元、岩手にようこそ！　いつも
応援ありがとうございます。
オススメは道の駅高田松原にある”奇
跡の一本松”です。東日本大震災の際、
その松は流される事なく強く地元の
方々の励みにもなりました。是非お時
間ある方は寄ってみてください！
また、食べ物はやっぱり“盛岡冷麺！”
おすすめはぴょんぴょん舎ですかね!?
あとは“山田生せんべい”も好きです

（笑）

“奇跡の一本松”にぜひ足を運んでみ
てください!!　
有名な話として聞いてはいましたが、
合宿を通して現地に行ってみたら言葉
では表すことが難しい感情で…私は鳥
肌が立ちました。どれだけ大変な被害
だったのか…。そして、東北は自然が
ほんとにきれいです。おいしいものも
たくさんあります。ぜひ、試合の後は
観光してみてください!!

2022-23シーズン スローガン 埼玉上尾メディックスを動画で応援しよう！
2022-23 V.LEAGUE DIVISON1 WOMENの全試合が見られる

Vリーグ公式動画配信サイト
『V.TV イージースポーツ』

 https://vtv.easysports.jp/

参加者の皆さんたちと笑顔

楽しい＆おいしいスイカ割り

最高の環境で

練習に励みました！

ビーチバレーも楽しかった

夏の思い出 

吉野優理 選手 佐々木海空 選手 亀井美子 選手

今シーズンよりユニフォームがニューデザインに
埼玉県のカラー「彩の国さいたま」の３色、
青・赤・緑を取り入れました

ファースト：彩の国ブルー セカンド：彩の国レッド リベロ：彩の国グリーン

新ユニフォームにご注目！

道の駅高田松原
合宿の際にチームビルディングの一環とし
て訪れました。近くには“奇跡の一本松”も
あり、勇気や希望を感じることができます。

11月19、20日　京都大会（京都市体育館）

vs.日立Astemoリヴァーレ

NEXT HOME GAME

オススメ

埼玉上尾メディックスは新たな潮流を迎え、更にギ
アアップした一体感のある「和」を目指します。
そのためには個々が自分の役割を自覚、役目を果たし、
仲間を尊重し助け合い「優勝」に向けた新たな ONE 
TEAM としてワクワク感を持って創り上げます

★11月5日は彩の国ブルー、6日は彩の国レッドを着用予定

中心となって指導した

佐々木選手は岩手県出身 ★サイン入り試合球
プレゼント！

★応援メッセージイベント

★開幕ホームゲーム特典！
先着100名様に
オリジナルステッカープレゼント

シーズンを通じて行う予定です！

メッセージお待ちしています！

 「いただきまーす！」 

権田選手 

目黒安希
スピーディーな攻撃と高い守備力が
最大の武器のオールラウンダー。
今シーズンこれまで以上の活躍で
勝利に欠かせない存在として期待大だ。

吉野優理
2021年２月、左膝前十字靭帯を断裂し、
完全復活を目指す今シーズン。
日本代表にも選出された経験と
攻守のバランスの良さを生かし、
チームの柱になるべく燃えている。

ホームゲームパートナー

★プレー編★
開幕までに取り組んできたこと
➡ウエイトトレーニングに取り組み
ました。レベルアップした姿を会場
の皆さんにも見てほしいです

埼玉上尾メディックスの特徴
➡若い選手をベテラン選手たちが精
神面で支えているからこそ、伸び伸
びとプレーできるチームです

バレーボールの魅力
➡ボールを繋ぐスポーツです。仲間
のために、自分に何ができるか常に
考えることでそれが思いやりのある
プレーに繋がり、そして人と人の心
が繋がる瞬間になる、そこが魅力だ
と思います！

観戦ポイントは？
➡リザーブメンバー！　得点後の応
援が一人ひとり違うので見てほしい
です！

★プライベート編★
大好きな場所
➡二子玉川の河川敷。大学の頃よく
行っていてリフレッシュできます！

自分の成分分析
➡バレーボール6割、推し活2割、ゲー
ム1割、おいしいもの探し1割
メディックスに来てから趣味を見つ
けて、オンオフ意識的に切り替えら
れて、より一層練習に集中できるよ
うになりました！

KEY PLAYER
勝利を呼び込む

キープレーヤー

★プレー編★
開幕までに取り組んできたこと
➡前十字靭帯を断裂してから、自分
自身の心と身体と向き合い、心を大
切に練習に取り組んできました。今
シーズンはディフェンス、そして安
定感あるプレーでチーム全体に貢献
したいなと思います

埼玉上尾メディックスの特徴
➡個性豊か

座右の銘
➡我が道を行く

オススメ観戦場所
➡コートエンド！　全体が見えてい
いと思います！

★プライベート編★
大好きな曲
➡SHE'SのLetter 

大好きな場所
➡自分の家。一人暮らしをして自分
好みに部屋を作りました♡
帰りたくなる場所があると毎日頑張
れます

順
位 チーム順位

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ポイント

勝率 セット率
埼
玉
上
尾

日
立

Ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｏ

Ｊ
Ｔ

東
レ

久
光

姫
路

岡
山

ト
ヨ
タ
車
体

Ｐ
Ｆ
Ｕ

デ
ン
ソ
ー

Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｅ

Ｎ
Ｅ
Ｃ

試
合
数

勝
数

負
数

勝
率

得
セ
ッ
ト

失
セ
ッ
ト

セ
ッ
ト
率

1 埼玉上尾メディックス ○3-0
○3-0 6 2 2 0 1.00 6 00 -

2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN V・レギュラーラウンド　1位（※10月30日現在）

3,500円

サラ選手もお気に入り！
選手No.Tシャツ！

2,100円
ポロシャツ

Q&A Q&A

目黒安希 選手
東北で試合ができることに感謝し
て、自分の力を出し、皆さんに元
気を感じていただきたいと思いま
す！　応援よろしくお願いします！

出身は青森県弘前市で両親の転勤の
関係で今は実家が盛岡にあります！
今シーズン青森県での試合はありま
せんが岩手県で試合が開催されるこ
とをうれしく思います！　地元の皆
さんと一緒に戦って勝利したいなと
思います！　熱い声援を今シーズン
もよろしくお願いします。

明るく全力で頑張ります！熱い応
援よろしくお願いします！

皆さんに応援してもらいながら試
合ができることを楽しみにしてい
ます。応援よろしくお願いします！

ボ
ト
ル
に
貼
っ
た
り
…

ス
マ
ホ
に
貼
っ
た
り
…

選
手
も
愛
用
中
！
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	2022上尾メディックス中面-110506

