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	 各報道機関	 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

	 

平成２８年１月１６日（土）・１７日（日）に、さいたま市記念総合体育館において開催

される「2015/16	 Ｖ・プレミアリーグ女子」への出場に先立ち、「上尾メディックス」の選

手及びスタッフが、「さいたまスポーツコミッション」の会長である清水勇人さいたま市長

を、下記のとおり表敬訪問します。	 

日本女子バレーボールの最高峰であるＶ・プレミアリーグ女子は、さいたま市では	 	 	 

初開催となります。	 

	 

記	 

	 

１	 日	 時	 	 	 	 平成２７年１２月１５日（火）	 １０時３０分〜１０時４５分	 

	 

２	 場	 所	 	 	 	 さいたま市役所	 ４Ｆ	 政策会議室	 

	 

３	 訪問予定者	 	 選手（全員）及びスタッフ	 総勢３１名	 ※別紙のとおり	 

	 

女子バレーボールチーム「上尾メディックス」が市長表敬に訪れます	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２７-０３４）	 

平成２７年１２月９日（水）	 

<本状に関する問合せ先> 
 
スポーツコミッション事業担当	 矢作・根岸	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 
	 

広報宣伝事業担当	 	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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４	 「2015/16	 Ｖ・プレミアリーグ女子」のホームゲームについて	 

	 

	 ⑴	 日時	 

	 	 平成２８年１月１６日（土）・１７日（日）	 

	 

	 ⑵	 会場	 

	 	 さいたま市記念総合体育館（所在地：さいたま市桜区道場４−３−１）	 

	 

	 ⑶	 試合日程・組み合わせ	 

	 	 【１月１６日（土）	 第１試合：１４時〜】	 

	 	 	 第１試合：デンソーエアリービーズ	 vs	 トヨタ車体クインシーズ	 

	 	 	 第２試合：上尾メディックス	 vs	 ＮＥＣレッドロケッツ	 	 
	 	 【１月１７日（日）	 第１試合：１３時〜】	 

	 	 	 第１試合：ＮＥＣレッドロケッツ	 vs	 デンソーエアリービーズ	 

	 	 	 第２試合：上尾メディックス	 vs	 トヨタ車体クインシーズ	 

	 

	 ⑷	 チケット	 

	 	 インターネット・店頭（コンビニ・チケットぴあ）・電話にて購入可。	 

	 	 １２月１６日１０時より発売開始です。詳しくはＶリーグ公式ＨＰをご覧ください。	 

	 	 	 Ｓ指定席（１階サイド）：前売３５００円、当日４０００円	 

	 	 	 Ａ指定席（１階エンド）：前売３０００円、当日３５００円	 

	 	 ※以下、スタンド２階・自由席	 

	 	 	 大	 人：前売２５００円〜、当日３０００円〜	 

	 	 	 高校生：前売１５００円〜、当日２０００円〜	 

	 	 	 中学生：前売１０００円〜、当日１５００円〜	 

	 	 	 小学生：前売５００円〜、当日１０００円〜	 

	 

	 ⑸	 問合せ	 

	 	 埼玉県バレーボール協会	 松原	 渉	 

	 	 ＴＥＬ	 ０８０−９５６１−５４００（受付時間：１０時〜１６時）	 

	 	 Ｖリーグ公式ＨＰ	 http://www.vleague.or.jp/	 
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	 別紙：訪問者一覧	 	 

	 

上尾メディックス	 さいたま市長表敬訪問	 訪問者一覧（選手及び関係者）	 

	 

	 

	 

【選手１９名】	 	 

	 背番号１	 	 土田	 望未（キャプテン）	 

	 	 	 	 ２	 	 冨永	 こよみ	 

	 	 	 	 ３	 	 吉村	 志穂	 

	 	 	 	 ４	 	 近藤	 志歩	 

	 	 	 	 ５	 	 竹田	 江里	 

	 	 	 	 ６	 	 有田	 沙織	 

	 	 	 	 ７	 	 山岸	 あかね	 

	 	 	 	 ８	 	 松本	 亜弥華	 

	 	 	 	 ９	 	 三浦	 茉実	 

	 	 	 	 10	 	 岡本	 祥佳	 

	 	 	 	 11	 	 青柳	 京古	 

	 	 	 	 12	 	 荒木	 絵里香	 

	 	 	 	 15	 	 ケリー	 マーフィー	 

	 	 	 	 17	 	 小笹	 奈津子	 

	 	 	 	 18	 	 辺野喜	 未来	 

	 	 	 	 19	 	 荒木	 夕貴	 

	 	 	 	 20	 	 丸山	 裕子	 

	 	 	 	 22	 	 七種	 友紀子	 

	 	 	 	 23	 	 大室	 璃紗	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 【スタッフ１２名】	 

	 	 副部長	 	 	 	 	 肥留川	 正弘	 

	 	 監督	 	 	 	 	 	 吉田	 敏明	 

	 	 コーチ	 	 	 	 	 箕輪	 憲吾	 

	 	 	 〃	 	 	 	 	 	 吉野	 淳	 

	 	 	 〃	 	 	 	 	 	 蓑輪	 貴幸	 

	 	 	 〃	 	 	 	 	 	 宮里	 知樹	 

	 	 トレーナー	 	 	 馬	 晋	 

	 	 	 〃	 	 	 	 	 	 尾中	 正靖	 

	 	 アナリスト	 	 	 三島	 静香	 

	 	 マネージャー	 	 平安座	 あきな	 

	 	 	 〃	 	 	 	 	 	 木田	 華美	 

	 	 通訳	 	 	 	 	 	 細井	 クリスチーナ	 

	 

	 

	 


