
2022-23 SEASON DIVISION1 WOMEN 四日市大会

1.14 [Sat] 👑 1.15 [Sun]

クインシーズのホームゲームをより盛り上げるためにご意見を聞かせて下さい！

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で18名に選手直筆ウェルカム色紙をプレゼント
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Program
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V.LEAGUE 2022-23 SEASON
QUEENSEIS TEAM MEMBER

トヨタ車体

クインシーズ

👑 TEAM  STAFF 👑

顧問 木村 健

ドクター 井戸田 仁

コーチ 岡村 拓哉

副部長 林 英之部長 北河 英典

S&Cコーチ 金 徳永

コーチ 興梠 亮

トレーナー 橋本 歩美トレーナー 川北 亘

マネージャー 原田 美緒 マネージャー 小見 真澄 通訳 スパワン・ワナサック

事務局長 三浦 幸則 事務局 池田 美咲 チームコーディネータ― 荒木 絵里香

TEAM INFORMATION
クインシーズのバレー

公式WEBサイト

>>オフィシャルドリンクサプライヤー

>>オフィシャルパートナー

NEW

NEW

2022-23シーズン新しく就任した高橋新監督のもと、更なるレベルアップを目指しています。

セッター山上選手が昨シーズン1年目にしてチームの中心と成長した大川選手、

攻守の要である鴫原選手、新加入のダニエル選手の強力なスパイクを

どのようにチームとして組み立てていくのか、トスワークに注目です‼



SCHEDULE

V.LEAGUE 2022-23 SEASON

埼玉上尾メディックス
MEMBER

11：30 一般開場

11：55

12：10

12：25

12：57 お客様(キッズ)による始球式

トヨタ車体クインシーズ選手入場

ハーフタイム

14：30頃

13：00

ホームゲームイベント紹介

試合終了予定

試合開始

12：10

11：55

12：25

12：57

14：30頃

13：00

11：30 一般開場

トヨタ車体クインシーズ選手入場

ホームゲームイベント紹介

お客様(女性)による始球式

試合開始

試合終了予定

荒木絵里香さんのサーブレシーブ体験！

試合終了20分間

選手によるウェルカムコメント、応援Song紹介

ハーフタイム

サイン会

選手によるウェルカムコメント、応援Song紹介

トヨタ車体クインシーズ Presents 四日市大会 ホームゲーム

1.14 Sat                                         1.15 Sun

試合終了15分間 Kids Court Walk！

★
★

★

★

★

荒木絵里香さんのサーブレシーブ体験！



ハーフタイム(2-3セット間)に

元日本代表キャプテン

荒木絵里香さんのサーブを

レシーブしてみませんか？

参加したい方は11:40から12:10で

参加申込を受け付けます！(抽選で5名様)

EVENT INFORMATION

NEXT HOME GAME

×
VS 日立Astemoリヴァーレ

1.28 .29土 日

OPEN 9:30 START 11:05

会場：ウィングアリーナ刈谷

✧˖°

シーズン通して実施するイベント

フードドライブ

お客様による始球式

ホームゲームスタンプラリー

ホームゲームを沢山観戦して

ステキなグッズをGETしましょう✨

スタンプカードは来場者の方全員に

お配りします！

様々な事情により支援が必要なご家庭に笑顔を届けるために

フードドライブを実施します。ご自宅にある保存食品で未開封、

常温で保存でき、賞味期限が2ヶ月以上あるものがありましたら

会場にお持ちください(お米・レトルト食品・カップ麺など)
1月14日(土)

1月15日(日)

サーブレシーブチャレンジ‼
元日本代表キャプテン 荒木絵里香さんの

サーブをレシーブできるチャンス‼

サ イ ン 会

クインシーズ×UNIQLO名古屋店 UTme！(ゲートタワー11F)

1/14(土)はキッズデー✨

始球式が体験できるよ！

(抽選で中学生以下3名様)

申込時間 11:40から12:10

サイン会を実施します♪
どなたでも参加可能ですので
皆さまぜひ参加してください！

UNIQLO名古屋店では、ユニクロのTシャツやトートバック等にクインシーズのスタンプがプリントできるUTme！コーナーがあります。

選手がデザインしたスタンプ等たくさんの種類があり、好きな色で好きな位置に好きな大きさで自分だけのオリジナルを作ることが

できますよ！期間限定となっていますので是非ともこの機会にUNIQLO名古屋店に行ってみよう✨

ファンクラブの皆さまには自販機でドリンク1本と

交換できるコークオンチケットをプレゼントします！

(各日先着100名様/ファンクラブ受付で配布)

※イベントは変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。

(愛知県刈谷市築地町荒田1番地)

お客様による始球式

1/15(日)はレディース限定で始球式が体験できるよ！

(抽選で3名様)

参加したい方は11:40から12:10で参加申込を受付けます！

トヨタ車体クインシーズ Presents 四日市大会 ホームゲーム

1.14 Sat                                         1.15 Sun

Kids Court Walk！

試合終了後15分間、
キッズ(小学生以下)は
コートを自由見学できるよ！
＼絵里香さんもコートに入るよ／

★

ジェイテクト STINGS 共催DAY

大盛況
イベント‼

沢山の方からのお申込を
お待ちしています！

参加者には
プレゼントもあるよ♪

次戦の対戦は日立Astemoリヴァーレ。

エースのオクム大庭冬美ハウィ選手の強烈なスパイクを

クインシーズのねばりのレシーブで対抗し、

いかに相手よりもスパイク得点を決めることができるかが勝利のカギとなります。



スパワン・ワナサック

公式ファンクラブ

新規会員募集中

チケット購入方法

GOODS INFORMATION ✧˖°

□Vチケ

□チケットぴあ

申込はこちら

クリアファイル

300円

ミニタオル
ミニうちわ

600円

2,000円

アクリルスタンド

600円

クインちゃん
ぬいぐるみ

300円

最近流行りのサコッシュが登場✨

缶バッジやアクリルクリップで

自分だけのアレンジを加えてみては

いかがでしょうか？

＼ 大人気商品 ／

サコッシュ

2,500円

ガシャポン

500円

あなたの推し選手の

うちわをGETしよう！

昨シーズン選手から好評だったTシャツデザインを

ミニタオルにしました✨ブラック×ホワイトカラーで誰でも使いやすい

デザインです。ぜひ、お買い求めください♩

クインシーズ

SHOP

クインシーズ

SHOP

缶バッジ

今シーズンは

かわいいデザインとカッコいいデザインの

2種類のクリアファイルが新登場‼

学校や会社などで使ってください

2,800円

クインシーズ

SHOP アクリルクリップ
クインシーズ

SHOP

マフラータオル

クインシーズ

SHOP

500円

＼ 大人気商品 ／

https://www.queenseis-fanclub.jp/


2022-23
SEASON トヨタ車体クインシーズ試合日程

～ 会場での注意事項 ～
□会場入場時、検温へのご協力をお願いします。

□会場には不織布マスクを着用してご入場ください。

□会場内での食事はできません。

□その他、会場内での注意事項は右のQRコードより

ご確認をよろしくお願いいたします。

ご来場の前に

必ずご確認ください

V.LEAGUEを観るなら！

V.TV

会場 対戦相手

10月29日(土) 14:05

10月30日(日) 13:05

11月5日(土) 13:00

11月6日(日) 13:00

11月12日(土) 12:00

11月13日(日) 14:00

11月19日(土) 13:00

11月20日(日) 13:00

11月26日(土) 14:00

11月27日(日) 14:00

12月3日(土) 13:05

12月4日(日) 13:05

1月7日(土) 14:05

1月8日(日) 13:05

1月14日(土) 13:00

1月15日(日) 13:00

1月21日(土) 12:05

1月22日(日) 13:05

1月28日(土) 11:05

1月29日(日) 11:05

2月4日(土) 13:00

2月5日(日) 13:00

2月18日(土) 16:00 PFU

2月19日(日) 15:00 日立Astemo

2月25日(土) 12:00 久光

2月26日(日) 12:00 東レ

3月4日(土) 16:00 NEC

3月5日(日) 15:00 埼玉上尾

3月11日(土) 12:00 デンソー

3月12日(日) 12:00 KUROBE

3月18日(土) 14:00 岡山

3月19日(日) 11:00 姫路

●HG

埼玉県立武道館

(埼玉)

スカイホール豊田

(愛知)
●HG

四日市市総合体育館

(三重)

大田区総合体育館

(東京)

ウカルちゃんアリーナ

(滋賀)
東レ

2023年

四日市市総合体育館

(三重)
埼玉上尾

日立Astemo

ありそドーム

(富山)
KUROBE

ジップアリーナ岡山

(岡山)

3月26日(日) 16:00
ヴィクトリーナ・ウインク体育館

(兵庫)
JT

●HG

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

(兵庫)
姫路

ウイングアリーナ刈谷

(愛知)
●HG

●HG

金沢市総合体育館

(石川)
PFU

ウィングアリーナ刈谷

(愛知)
JT ●HG

日程

2022年

SAGAプラザ総合体育館

(佐賀)
久光

ウィングアリーナ刈谷

(愛知)
NEC

ジップアリーナ岡山

(岡山)
岡山

北ガスアリーナ札幌46

(北海道)
デンソー

クインシーズのホームゲームをより盛り上げるためにご意見を聞かせて下さい！

いかに相手よりもスパイク得点を決めることができるかが勝利のカギとなります。


