
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16名に選手直筆ウェルカム色紙をプレゼント／



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シーズン新体制となったクインシーズ。

チームのポイントゲッターである鴫原選手・大川選手に加えてミドルブロッカーの周田選手が

チームの核として成長中。リーグ終盤、チーム最大の武器であるサーブで相手の守備を崩し、

上位を目指します‼

トヨタ車体クインシーズ Presents 豊田大会 ホームゲーム

3.11 Sat                                         3.12 Sun



スパワン・ワナサック

GOODS INFORMATION ✧˖°

レプリカユニフォームTシャツ

4,500円

ミニうちわ

600円

600円

300円

選手の名前タオルが新登場‼

これを持って、

推し選手を応援しよう♪

大人気商品のアクリルスタンドに

赤ユニバージョンが新登場‼

中身が見えるので

推し選手を選んで購入できます♪

選手名タオル

2,500円

クインシーズ

SHOP

缶バッジ

ファンの皆さんからの「欲しい！」という声に応えまして

レプリカ赤ユニフォームTシャツを作りました✨

アウェー大会の際、ぜひご着用ください‼

アクリルクリップ

500円＼ めっちゃ売れてます‼ ／

＼ 大人気です ／

SCHEDULE

10：30 一般開場

10：50

11：10

11：25 トヨタ車体クインシーズ選手入場

12：00

ハーフタイム

11：58

ホームゲームイベント紹介

荒木絵里香さんのサーブレシーブ体験！

お客様(キッズ)による始球式

11：10

10：50

11：25

11：58

13：30頃

12：00

10：30 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

第1試合開始 クインシーズ vs KUROBEアクアフェアリーズ

荒木絵里香さんのサーブレシーブ体験！

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

選手によるウェルカムコメント、応援Song紹介

第1試合開始 クインシーズ vs デンソーエアリービーズ

13：30頃 第1試合終了予定(終了後選手によるサインボールの投げ込み！)

14：30頃 14：30頃
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第2試合開始 東レアローズ vs KUROBEアクアフェアリーズ 第2試合開始 東レアローズ vs デンソーエアリービーズ

ガシャ ガシャ

アクリルスタンド
クインシーズ

SHOP

クインシーズShopにて周田選手のグッズを

お買い上げ、または税込3,000円以上の

グッズをお買い上げの方にVリーグ製作の

周田選手トレカをプレゼント♪

<お詫び>
周田選手のグッズ類が予想を上回る人気をいただいており、現在メーカーに
注文しておりますが、入荷が間に合わない状態が続いております。

心よりお詫び申し上げます。なお、豊田大会に向けてアクリルスタンドが
少量入荷しましたのでぜひお買い求めください。

第1試合終了予定(終了後選手によるサインボールの投げ込み！)



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10:40から11:10で

参加申込を受け付けます！(抽選で7名様)

今大会は、今シーズン最後のホームゲームなので
通常5名様ですが、7名に増やします‼

EVENT INFORMATION

THANKS MESSAGAE

✧˖°

フードドライブ

ホームゲームスタンプラリー

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‼

クインシーズ×UNIQLO名古屋店 UTme！(ゲートタワー11F)

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✨

※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。
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お客様による始球式

3月11日(土)

3/11(土)はキッズ限定で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 10:40から11:10

今シーズンのホームゲームは、たくさんのファンの皆さまに会場で
直接応援をしていただきました‼本当にありがとうございました。
ファンの皆さまが応援してくださるおかげで、苦しい場面も
何とか頑張りぬくことができました。ホームゲームはこの豊田大会が
最後となりますが、アウェイ大会があと残り3試合ありますので、
引き続き応援をよろしくお願いします。
来シーズンは今シーズンよりもっと皆さまに好きになって、
応援してもらえるチームになれるように頑張ります。

♡ ♡

キッチンカー情報
会場内飲食可能なのでぜひ観戦のお供に買ってください♪

既にスタンプラリーカードをお持ちの方を対象に

スタンプの数に応じたプレゼントをご用意しています‼

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)

○11日

＞ヒマラヤ

・唐揚げ

・やきそば

・フライドポテト など

＞テトテキッチン

・沖縄料理

○12日

＞ヒマラヤ

・唐揚げ

・やきそば

・フライドポテト など

＞ミスターケバブ

・ケバブ

・ロングポテト

※キッチンカーの内容は変更となる場合がございます

※会場内お席での飲食可能です(黙食)

3月12日(日)

お客様による始球式

3/12(日)はレディーズ限定で始球式が体験できるよ！

(抽選で3名様)

☆申込時間 10:40から11:10

↓ 11・12日両日開催‼ ↓

キャプテン

藪田 美穂子

副キャプテン

鴫原 ひなた

第1試合終了後、クインシーズウォークの際に
選手がサインボールを応援席の皆さんに向けて
投げ込みます！席は移動せずに、手を振ったりして
選手にアピールしてくださいね♪

選手によるサインボール投げ込み



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。

□会場内での食事は黙食でお願いいたします。

□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

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

JT

スカイホール豊田

(愛知)
●HG

日程

2023年
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)

V.LEAGUE新型コロナウイルス対策ガイドライン改定を受けて

クインシーズホームゲームにおける声出し応援について

いつもトヨタ車体クインシーズに温かい応援をいただき誠にありがとうございます。

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(Vリーグ機構)より2023年2月16日付で

V.LEAGUE新型コロナウイルス対策ガイドライン改定の発表がされました。

今回の改定では、マスクを着用しながらの声出し応援が可能へと制限緩和がされたものの、

開催地自治体の定める方針を確認の上、ホームチーム等が可否判断することとなっております。

つきましては、下記の試合について、お客様の安心・安全な試合運営に向けて引き続き

「声出し応援」は不可とさせていただきますのでご理解・ご協力をお願いいたします。

【対象試合】

■2023年3月11日(土) スカイホール豊田(豊田市総合体育館)

第1試合： トヨタ車体クインシーズ vs デンソーエアリービーズ

第2試合： 東レアローズ vs KUROBEアクアフェアリーズ

■2023年3月12日(日) スカイホール豊田(豊田市総合体育館)

第1試合： トヨタ車体クインシーズ vs KUROBEアクアフェアリーズ

第2試合： 東レアローズ vs デンソーエアリービーズ

2023.3.8

トヨタ車体クインシーズ 事務局



QUEENSEiS
駐車場のご案内 P

当日は多くの方が来場されるため、駐車場は早い時間に満車となることが予想されます。

予め公共交通機関を利用されることをお勧めします。

■スカイホール豊田周辺地図

徒歩15分
豊田スタジアム南駐車場

□名鉄豊田市駅からバスでお越しの方へのご案内

バス）最寄バス停 豊田本町
(スカイホール豊田まで徒歩5分)

○往路：豊田市駅東口2番乗り場より乗車

□お車でお越しの方へのご案内
・P1,P2,P3駐車場に駐車いただけます。

満車になった場合には警備員の指示に従い、

豊田スタジアムの駐車場の利用をお願いします。

□名鉄豊田市駅から徒歩でお越しの方へのご案内

バス 行先 発車時刻 到着バス停 到着時刻

おいでんバス 大沼 9:03 豊田本町 9:06

名鉄バス 古瀬間墓園 10:23 豊田本町 10:27

○復路

バス 行先 発車時刻 到着バス停 到着時刻

おいでん 14:42 14:49

名鉄バス 15:03 15:08

おいでん 16:42 16:49

おいでん 17:42 17:49

名鉄バス 17:03 17:08

豊田市 豊田市(東口)

○往路

発車時刻 乗車駅 到着時刻 到着駅

8:52 9:44

9:03 9:59
豊田市駅名鉄名古屋駅

○復路

発車時刻 乗車駅 到着時刻 到着駅

14:45 15:38

15:00 15:52

17:15 18:08

17:30 18:22

豊田市駅 名鉄名古屋駅

□各種ダイヤのご案内

名鉄 名鉄バス おいでんバス

クリックして確認して確認してください

https://top.meitetsu.co.jp/
https://trainbus.meitetsu.co.jp/meitetsu-transfer/pc/map/Top
https://michinavitoyota.jp/portal/bus.html?_tf=gs

