TOYOTA

◦Team Data

せきや・ゆめ

なかむら・あかり

にむら・ひとみ

99年2月18日

94年10月24日

99年2月9日

169cm 60kg B型 右利き

162cm AB型 右利き

150cm 48kg O型 左利き

小俣中―暁高

彦根中―県岐阜商高

1 関矢 夕芽

〜チームデータ〜

事務局
〒471-0854
愛知県豊田市元町1
☎：0565-26-5131
FAX：0565-26-5711

2 中村 朱里

社会人2年目

3 二村 ひとみ

社会人6年目

三重県出身

社会人2年目

滋賀県出身

神奈川県出身

青森山田中−青森山田高

利用体育館
トヨタスポーツセンター第2体育館
創部
1951年

A’15’16選抜単16強

A’12IH複8強

A’16選抜団体・複優勝

全日本実業団成績
’18・1回戦、過去最高・優勝（’69）

❶8❷大雑把、ビビリ、元気で明るい❸23❹スマ
ッシュ❺元気な力強いプレー❻あかりさんと楽
しくおしゃべり❼母❽車輌製造❾部活、ラーメ
ン屋巡り❿保育士、ぶどう⓫努力に勝る天才な
し⓭東方神起のチャンミン⓮力いっぱい全力で
応援するので、応援よろしくお願いします

❶3❷マイペース❸25❹フレームショット❺よく
転びます❼後藤愛、脇田侑❽排ガス・燃費認証
試験❾買い物、温泉、映画、爆睡❿花屋さんか
ケーキ屋さん⓮精いっぱい頑張りますので、応
援よろしくお願いします！

❶5❷心配性❸23❹カット❺どんなときもあきら
めない❻ストレッチ❼姉❽エンジン品質管理❾
買い物、睡眠❿オリンピック選手⓫努力は裏切
らない⓭山崎賢人⓮応援よろしくお願いします

日本リーグ成績
’17・チャレンジリーグ2位、過去最高・S/
J6位（’84）

新 おりなか・みいゆ

つぼい・りえ

みやざき・りの

99年6月7日

94年1月13日

96年11月8日

156cm 49kg B型 右利き

160cm 53kg A型 右利き

165cm B型 右利き

4 折中 ミイユ

◦Corporate PR
「自動車を通した豊かな社会づくり」をめ
ざし、自動車はもとより住宅、産業車両、
部品等、新製品・新技術の開発を積極的に
推進してまいりました。今後も人・社会・環
境との調和を重視し、国際社会から信頼さ
れる「よき企業市民」
として様々な活動を
展開してまいります。
〜スタッフ〜

谷村一馬

ヘッドコーチ

深尾 淳
コーチ

和田 瞬

7 清田 芽生

❶7❸おまかせ❹ハイクリアー❻トイレに行く❼
福田昭典❽HV高電圧エミッション評価❾買い物
❿スポーツマン⓭笑顔が素敵な人⓮たくさんの
応援と、トヨタ車の今後とも変わらぬご愛好の
ほど、よろしくお願いいたします。

将 いべ・えりか

9 犬飼 萌々香

99年5月15日

165cm 53kg O型 右利き

161cm 49kg A型 右利き

社会人1年目

10 井部 恵理香
97年4月7日

社会人1年目

社会人3年目

161cm O型 右利き

岐阜県出身

名経大市邨中―名経大市邨
高

東京都出身

那加中−青森山田高

淑徳巣鴨中―淑徳巣鴨高

A’17選抜団体8強、IH複32強、国体16強

A’17選抜団体8強

A’12全中複3位

❶6❸22❹追い込まれたところから強い球を返す
❺打ち方がセクシー（？）❻音楽を聴く❼大堀
彩❽車両技術開発❾部活、友だちとご飯❿保育
士⓭友だち（寮）

❶7❸24❹カット❺スタイル❽エンジン組み付け
❾映画鑑賞、買い物❿バドミントン選手⓫栄光
に近道はない⓭福田監督みたいな人（笑）

❶6❷わがまま、明るい❸26❹スマッシュ❺大き
な体（笑）❻イメージトレーニング❼タウフィ
ック・ヒダヤット❽組立工場の工程整備❾カラ
オケ、寝る❿アンパンマン⓫感謝⓭笑顔がかわ
いくて優しい人！⓮応援よろしくお願いします

98年10月13日
社会人2年目
高知県出身

中萩中―青森山田高

新 わたせ・ちひろ

13 渡瀬 千尋
00年3月2日

社会人1年目

159cm 53kg O型 右利き

S/JリーグⅡ 女子

157cm 54kg O型 右利き

テクニックなら負けません

❶10❷顔に出るタイプ❹クロスネット❺笑顔❻
関節くねくねストレッチ❼中村朱里❽パワトレ
ECU実車評価❾お酒とともに過ごす❿アイドル
!!?⓮応援よろしくお願いします

新 いぬかい・ももか

00年1月23日

ふじはら・あすか

A 主な成績 B 昨年のリーグ成績 Cリーグ通算
成績（旧日本リーグ、同2部含む） ❶ 競技開始年齢
❷ 性格自己分析 ❸ガットのテンション
（ポンド） ❹
得意なショット ❺アピールポイント ❻ 試合前に
必ずやること ❼ 影響を受けた選手 ❽ 会社での業
務内容 ❾ 休日の過ごし方 ❿ 小さい頃の夢 ⓫
座右の銘 ⓬ 血縁者のプレーヤー（続柄、氏名、所
属） ⓭ 同居家族
（年齢）
。
独身なら好きな異性のタイ
プ ⓮ 観客へのメッセージ
※ナショナルチームの所属は2018年のもの
将 は主将 新 は新人選手 内 は内定選手
外 は外国人登録選手 移 は移籍選手

諫早中―諫早商高

A’14全中複3位

12 藤原 あすか

凡例（数字は背番号）

長崎県出身

笠松中―県岐阜商高

愛知県出身

マネジャー

社会人4年目

岐阜県出身

柳井中―柳井商工高

新 きよた・めい
部長兼監督

6 宮崎 りの

社会人7年目

山口県出身

❶7❷自由人❸23❹クロスカット❺髪型（きのこ
風にしたり…）❻何かしら食べる❽ハイブリッ
ド車部品の耐久評価❾寝る❿スーパーキノコ⓮
応援よろしくお願いします！

◦Staff

福田昭典

5 坪井 梨恵

社会人1年目

〜企業PR〜

選手紹介

Player Directory

トヨタ自動車

北海道出身

東明中―青森山田高

A’16選抜単3位、IH単3位

❶6❸23❹ドロップ❻3代目JSBの音楽を聴く❽
エンジン製造❾買い物⓮一所懸命頑張るので、
応援よろしくお願いします

フィジカル勝負、
どんとこい

❶9❷面倒くさがり❸25❹攻撃❺若さ❻靴ひもを
結び直す❼志田千陽❽足廻り部品仕上げ、検査
作業❾買い物、ゆっくりする❿保育士⓫気力、
迫力、全力⓭一緒にいて楽しい人⓮応援よろし
くお願いします

鋼のメンタル、持ってます！

こんな趣味にハマッてます！

① 藤原あすか…絶対にノータッチさせてみ ① 坪井梨恵…TOYOTAが誇るフィジカル ① 宮崎りの…誰に何をいわれようが、
我が ① 折中ミイユ…ガンダムについて。
え？
せます。
技は秘密
モンスター。
男子部員にも負けてません
道を進む !!!
兄弟みんなガンダムの名前･･･？
② 中村朱里…前衛のパフォーマンスをぜ ② 関屋夕芽…トレーニングは嫌いだけど… ② 二村ひとみ…負けん気は誰よりも強い！ ② 二村ひとみ…食べること。
特に餃子と皿
ひお楽しみください♪
内に秘めたパワー持ってます
小さいけど動き回ります！
うどんが大好物
③ 清田芽生…意外なところから、意外に ③ 犬飼萌々香…モデル体型だけど、
内に ③ 中村朱里…どんな場面でも冷静に決め
強い球が打てちゃいます
秘めたパワー持ってま…す？
ていきます

97

