
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

OH 山地梨菜
やまじ・りな

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監督やユニフォ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」になっている試
合ができたらと思います。

①2002年10月8日　②178㎝
③香川県高松市
④志度高→環太平洋大在学中
⑤元気よく、精一杯自分のプレーをできるよう
に頑張ります！！

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！　一昨年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今季、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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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

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

※1月7日・8日の上尾市民体育館の再試合はもうすぐ発表します！ 　公式ホームページをチェック‼

アイダ設計プレゼンツマッチ
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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

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！

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！

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!! 

岡山シーガルズの特徴は⑤宇賀神みずき選手と⑭宮下遥選手の日本代表経験者
の両セッターから繰り広げられるコンビバレー。⑱金田修佳選手、②佐伯亜魅加
選手が得点源として活躍、持ち前の粘り強いブロック&レシーブも健在です。一方、
コンビのスピードと精度を高めてきた埼玉上尾メディックスは、②岩崎こよみ選
手、⑤山崎のの花選手、⑰鎌田咲希選手のトリプルセッターが勝利のカギを握り
ます。負けられない戦いの続く後半戦。熱いエールをお待ちしております！

2023年2月4、5日 vs. 岡山シーガルズ

 多彩なコンビバレーにスピードで勝負！

 熱い戦いで勝利を目指す 

　　

イベント情報

RECOMMENDED 
SPOT

全日本吹奏楽コンクールに23回連続出場し、
金賞を16回受賞。日本国内のみならず、ヨ
ーロッパやアメリカなどの海外での演奏活
動も行っています！　部員数は220名。≪音
楽しよう≫をモットーに活動しています。

TikTokで話題の書道家の翠
果さんが登場！　2022-23
シーズンのチームスローガ
ンの「和」を披露！

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 DIVISION1 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/

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！

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

★2月4日は彩の国ブルー、5日は彩の国レッドを着用予定
2023年3月4、5日　

上尾市（埼玉県［埼玉県立武道館］）
vs.ヴィクトリーナ姫路 vs.トヨタ車体クインシーズ

NEXT HOME GAME

佐藤優花 選手
2022年日本代表に選出され
AVCカップ優勝。
抜群のバレーセンスの持ち主で
パワフルなスパイクと幅広いコース打ちを武器に
アタック決定本数チーム№1を誇るエース

山崎のの花 選手
佐藤選手とともにAVCカップ優勝を経験。
乱れた返球も打ちやすいトスにつなげるテクニックが特徴。
得意のディグを生かした献身的なトスで
勝利を呼び込む

 

ホームゲームパートナー

★プレー編★
埼玉上尾メディックスの特徴
➡年齢層が厚く、個性が強い、仲
が良い！

バレーボールの魅力
➡一人では絶対にできない、連係
プレー（コートの中、外）

観戦の注目ポイント
➡1点決まった時の喜び、ベンチ
の応援

うれしい声援コメント
➡なんでもうれしい、チームに少
しでも興味を持ってもらえるだけ
でうれしい

★プライベート編★
自分の体で好きなところ
➡髪の毛。よく周りに褒めてもら
える

好きな有名人
➡ENHYPEN／みんなとにかく
かっこいい。ダンスが素晴らしい

KEY PLAYER
勝利を呼び込む

キープレーヤー

★プレー編★
私のプレーのここがイチオシ
➡レシーブが好きで体を張って
上げにいくのでぜひ見てほしいで
す！

開幕までに取り組んできたこと
➡速い攻撃

うれしい声援コメント
➡どんなコメントもうれしいです
が、特にどこが好きとか詳しく言っ
てもらえるとうれしいです！

選手として大切に思っていること
➡バレーを楽しむことです

★プライベート編★
これだけは譲れないこだわり
➡絶対にたけのこ派です

自分の弱点
➡お腹がすいたら力が出ません
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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

Ｊ
Ｔ

東
レ

久
光

Ｎ
Ｅ
Ｃ

埼
玉
上
尾

ト
ヨ
タ
車
体

デ
ン
ソ
ー

Ｐ
Ｆ
Ｕ

日
立

Ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｏ

Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｂ
Ｅ

岡
山

姫
路

試
合
数

勝
数

負
数

勝
率

得
セ
ッ
ト

失
セ
ッ
ト

セ
ッ
ト
率

5 埼玉上尾メディックス ●0-3
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2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN V・レギュラーラウンド　5位（※1月29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

埼玉のおすすめ

川越とカフェ「川越 これがかき氷」
おすすめスポットは川越です！ レトロ
な雰囲気を感じられ、選手のほとんど
が行くおいしいかき氷屋さんがありま
す♪　ぜひ地方から来てくださった方
は川越に立ち寄ってみてください！！　

山中宏予 選手
チーム名にも入っている、地元・埼玉
での試合！！　ホームタウンで試合
が開催できて、とても嬉しいです^ ^
これを機会に埼玉を巡ってみてくだ
さい！　思わぬところに魅了される
かもしれません！笑　みなさん埼玉
県を好きになってくださいね！！　試
合では、チームの「和」を体現する私
たちをぜひ刮目してください！！

 ★メディックスの選手に 
 会える確率99.9%?? 

01_one（チーズケーキとクラフトソーダのお店）
鎌田選手：しつこくなくて、ちょうどいい甘さで
す！　大きさもちょうどよくて、満足できます

目黒選手：オレオのチーズケーキが甘すぎずちょ
うどいい味で、とってもしっとりしてました！　カ
フェラテもカップがかわいいのと、チーズケーキ
と相性ばっちりでしたー！！！　とにかく美味しかっ
たです！

お風呂部・
権田部長（右）も
オススメ！！

天然温泉 花咲の湯（上尾）
チームスポンサーとしても大変お世
話になっている『天然温泉 花咲の湯』
ですが、メディックスの選手が毎日
のように通っているとの情報が…。
お風呂部・部長は権田寛奈選手です！

（通い過ぎて本当は教えたくないほ
ど、選手たちにはなくてはならない
場所となっているようです）

埼玉大会での★ご当地ガール

&紹介おすすめスポット

権田寛奈 選手
出身地・埼玉でバレーボールができ、
試合ができてすごく嬉しいです！
埼玉はおいしいごはんや自然豊か
な場所がたくさんあります！　試合
前や試合後に是非行ってみてくださ
い！　試合ではチームの雰囲気や得
点した時の、リザーブメンバーのダ
ンスにご注目してみてください！

上尾のおすすめ

SUTTENDO COFFEE（北上尾）
ドラマ『石子と羽男』の撮影場所にも
なったSUTTENDO COFFEEは店
内の雰囲気も良くてごはんもたくさ
んの種類があっていつも悩んでいま
す！ おすすめはオムライスです！

アクリル

スタンド

おススメで
す

岩澤選手も

自分でゲット！！

 ★伊奈学園総合高等学校 
 吹奏楽部のみなさんが登場！

 ★書道家 翠果さんによる 
 書道パフォーマンスを開催！

 2月4日（土） セット間 

 2月5日（日） セット間 

上尾に来た
ら

寄ってみて
 ★鎌田咲希選手 
 &目黒安希選手のおすすめ 

【プロフィール】
書道家 翠果／-suica-
2000年2月24日　三重県生まれ。
歯科衛生士、書道家。
TikTok：http://www.tiktok.com/@suica.notane

ドトールコーヒーショップ上尾中央総合
病院店が会場に出張します！

※選手自身が一つひとつ記
入しますので実際には左記
と異なります。※メッセー
ジカップには数に限りがご
ざいます。ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。 ★ドトールコーヒーショップ上尾中央総合病院店の出張販売は、

埼玉県内での全大会で出店予定です。

FOODFOOD&&DRINKDRINK情報
 ご購入いただいた 

 みなさまには選手直筆 

 メッセージ入り 

 カップお届け♡

 ★ホームゲームへ出張！
 ドトールコーヒーショップ 
 上尾中央総合病院店 

 ★スーパーシート購入特典！
スーパーシート特典の生写真全
種類の配布が終了。
いよいよ全種類到達特典のチェ
キの配布がスタートします！

 埼玉上尾メディックスホームゲームを 
 スーパーシートで楽しんでゲットしよう!! 

 アイダ設計プレゼンツマッチイベント 

【当日限定】アイダ設計ブースでWプレゼント！

アイダ設計公式SNS
Instagram・LINE・YouTube
いろどりアイタウンInstagram
コツミくんYouTube・TikTok
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