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愛知県 豊川市 
 

 

   

三遠ネオフェニックス 市長表敬訪問について 

2021-22シーズンホーム開幕戦・東三河８市町村ＤＡＹ 報告 

【お問合せ先】 

豊川市教育委員会 スポーツ課 スポーツ係 岩田、加藤 

TEL:0533-88-8036 Eメール：sports@city.toyokawa.lg.jp 

令和 3 年 10 月 4 日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 

Ｂ.ＬＥＡＧＵＥの２０２１-２２シーズンホーム開幕戦を前に株式会社フェニッ

クス様、三遠ネオフェニックスの太田敦也選手、杉浦佑成選手が報告のため市長を表

敬訪問されます。 

記 

１ 日  時 令和３年１０月７日（木）午前１０時３０分 

２ 会  場 豊川市役所（２階）市長応接室 

３ 訪 問 者 株式会社フェニックス  

         代表取締役会長 市川栄二 様 

         代表取締役社長 北郷謙二郎 様 

         地域プロモーション本部長 鹿毛誠一郎 様 

 

三遠ネオフェニックス 

#8 東三河応援キャプテン 太田敦也 選手 

#9 豊川市応援リーダー  杉浦佑成 選手 

４ 添付資料 ネオフェニックスプレス(㈱フェニックスから提供) 

      【ホーム開幕戦前 東三河各首長表敬訪問のお知らせ】 

            【2021-22 シーズン東三河８市町村ＤＡＹ開催日決定のお知らせ】 
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報道関係者各位
No. 2021-065

2021/9/27
株式会社 フェニックス
代表取締役社⾧ 北郷謙二郎

ホーム開幕戦前 東三河各首⾧表敬訪問のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。

この度、株式会社フェニックス（愛知県豊橋市、代表取締役社⾧北郷謙二郎）は、2021-
22シーズン ホーム開幕戦を前に東三河の各首⾧を表敬訪問いたします。なお、チーム練習ス
ケジュールの都合により、選手が同行するのは10/4新城市、10/7豊川市のみとなっておりま
す。
 報道関係者の皆様にはぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。また、ご取材いただけ
る場合 は、下記 広報部の廣瀬または石橋まで、メールにてご一報いただけますと幸いです。

敬具

ホーム開幕戦前 東三河各首⾧表敬訪問スケジュール
・2021年9月30日（木） 9:00～9:30 湖西市

・2021年10月1日（金） 11:30～12:00 蒲郡市

・2021年10月4日（月） 10:00～10:30 新城市
11:30～12:00 設楽町
14:00～14:30 東栄町
15:15～15:45 豊根村

・2021年10月6日（水） 11:00～11:30 田原市

・2021年10月7日（木） 10:30～11:00 豊川市

※豊橋市⾧の下へは8月31日に新加入選手を伴い表敬訪問しております。

9月30日（木） 影山 剛士 湖西市⾧表敬訪問
【日時】2021年9月30日（木） 9:00～9:30
【場所】湖西市役所 2階 市⾧室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎

地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎
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10月1日（金） 鈴木 寿明 蒲郡市⾧表敬訪問
【日時】2021年10月1日（金） 11:30～12:00
【場所】蒲郡市役所 新館5階 市⾧応接室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役会⾧ 市川 栄二

代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎
地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎
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10月4日（月） 穂積 亮次 新城市⾧表敬訪問
【日時】2021年10月4日（月） 10:00～10:30
【場所】新城市役所 本庁3階 市⾧室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役会⾧ 市川 栄二

代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎
地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎

三遠ネオフェニックス #32 新城市応援リーダー 山内 盛久

10月4日（月） 横山 光明 設楽町⾧表敬訪問
【日時】2021年10月4日（月） 11:30～12:00
【場所】設楽町役場 町⾧室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎

地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎

10月4日（月） 村上 孝治 東栄町⾧表敬訪問
【日時】2021年10月4日（月） 14:00～14:30
【場所】東栄町役場 町⾧室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎

地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎

10月4日（月） 伊藤 実 豊根村⾧表敬訪問
【日時】2021年10月4日（月） 15:15～15:45
【場所】豊根村役場 村⾧室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎

地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎
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10月6日（水） 山下 政良 田原市⾧表敬訪問
【日時】2021年10月6日（水） 11:00～11:30
【場所】田原市役所 南庁舎4階 市⾧応接室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎

地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎
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10月7日（木） 竹本 幸夫 豊川市⾧表敬訪問
【日時】2021年10月7日（木） 10:30～11:00
【場所】豊川市役所 本庁舎2階 市⾧応接室
【訪問者】
株式会社フェニックス 代表取締役会⾧ 市川 栄二

代表取締役社⾧ 北郷 謙二郎
地域プロモーション本部⾧ 鹿毛 誠一郎

三遠ネオフェニックス #8 東三河応援キャプテン 太田 敦也
#9 豊川市応援リーダー 杉浦 佑成
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報道関係者各位
No. 2021-064

2021/9/27
株式会社 フェニックス
代表取締役社⾧ 北郷謙二郎

2021-22シーズン 東三河8市町村DAY開催日程決定のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
この度、株式会社フェニックス（愛知県豊橋市、代表取締役社⾧北郷謙二郎）は、2019年

10月8日に調印した「東三河8市町村連携協定」に基づき、2021年10月に開幕する2021-22
シーズンにおいても各市町村の住民を無料招待する「市町村DAY」を下記の日程で実施いたし
ます。試合当日は、市民招待企画のほか、特産品の出店など東三河地域の魅力をPRするイベ
ントを行う予定です。また8月3日に発表しましたように三遠ネオフェニックスの選手たちが
各市町村の応援リーダーとしてPRなどに努めてまいります。
報道関係者の皆様には広い告知にご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

2021-22シーズン 東三河8市町村応援リーダー
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豊橋市応援リーダー
#21 田渡 凌

豊川市応援リーダー
#9 杉浦 佑成

田原市応援リーダー
#11 岡田慎吾

蒲郡市応援リーダー
#28 津屋 一球

新城市応援リーダー
#32 山内 盛久

奥三河応援リーダー
#14 松脇 圭志

奥三河応援リーダー
#26 津山 尚大

東三河8市町村応援キャプテン

#8 太田敦也
太田選手は、8市町村全体の応援や

各市町村活動のサポートをします
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東三河8市町村DAY 開催概要
■豊川市DAY（応援リーダー:杉浦 佑成）
【日時】2021年12月4日（土）17:05試合開始予定
【対戦相手】シーホース三河
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など豊川市の魅力をPR予定

■新城市DAY（応援リーダー:山内 盛久）
【日時】2021年12月11日（土）17:05試合開始予定
【対戦相手】千葉ジェッツ
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など新城市の魅力をPR予定

■田原市DAY（応援リーダー:岡田 慎吾）
【日時】2022年3月5日（土）17:05試合開始予定
【対戦相手】アルバルク東京
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など田原市の魅力をPR予定

■豊橋市DAY（応援リーダー:田渡 凌）
【日時】2022年3月19日（土）17:05試合開始予定
【対戦相手】横浜ビー・コルセアーズ
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など豊橋市の魅力をPR予定

■蒲郡市DAY（応援リーダー:津屋 一球）
【日時】2022年4月9日（土）17:05試合開始予定
【対戦相手】富山グラウジーズ
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など蒲郡市の魅力をPR予定

■奥三河DAY（応援リーダー:松脇 圭志・津山 尚大）
【日時】2022年5月7日（土）17:05試合開始予定

5月8日（日）14:05試合開始予定
【対戦相手】秋田ノーザンハピネッツ
【場所】豊橋市総合体育館（愛知県豊橋市神野新田町メノ割1-3）予定
【内容】市民招待企画、特産品の出店など設楽町・東栄町・豊根村の魅力をPR予定
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