
年齢 /

Age
ローマ字 ローマ字                    nakosokougyou      batta

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字                                         batta

背番号

/Number

身長 /

Height

生年月日 / Date

of Birth

年齢 /

Age

ローマ字 ローマ字 tairakougyou     batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 kooriyamakitakougyou bfkurabu batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 iwakinikou toukaidaigaku batta

ローマ字 ローマ字 kooriyamakitakougyou bfkurabu batta

ローマ字 ローマ字 yumotokoukou batta

ローマ字 ローマ字 kooriyamakitakougyou bfkurabu batta

ローマ字 ローマ字 yumotokoukou batta

ローマ字 ローマ字 yumotokoukou toukaidaigaku batta

ローマ字 ローマ字 yumotokoukou uerunesu batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 nakosokougyou  batta

ローマ字 ローマ字 tairakougyou batta

ローマ字 ローマ字 kaiseikoukou batta

担当 TH

受理日 2014/2/1

PDF作成日時 2014/2/5

磐城二高⇒東海大学⇒ばった

湯本高校⇒ばった

湯本高校⇒ばった

湯本高校⇒東海大学⇒ばった

平工業⇒ばった

※選手登録は最大18名までです。 /　 The maximum number of the playes to be registered is 18.

18 185

1987/8/12

35
　遠藤　太

17 172 1983/5/31 30　紺野　義光

湯本高校⇒ウェルネス⇒ばった

勿来工業⇒ばった

勿来工業⇒ばった

1978/11/5

16 174 1986/5/26 27　二宮　和也

15 180 1985/9/16 20　手塚　圭一郎
           tetuka  keiitirou

          ninomiya  kazuya

14 172 1985/10/2 28遠藤　直之

13 175 1992/9/26 20永山　慎也
           enndou naoyuki

12 176 1992/4/30 20
  山内　大成

11 166 1992/3/4 21鈴木　廣太

10 180 26
 村田　大輔

9 178 1991/4/16 22西村　健人

164 1984/7/13 29西潟　直幸

8 180 1987/11/27 26 佐藤　勝矢

7 170 1985/9/27 28四家　正貴

6 183 1984/8/25 29佐藤　裕之

5 180 1985/1/16 29塩田　啓二

3 180 1989/12/6 25
仁平　奨司

勿来工業⇒ばった

勿来工業⇒ばった

FLV2014 インターナショナル・クラブバレー・チャンピオンシップ - 選手登録用紙 -

FLV2014 International Club Volleyball Champiomship - Players Registration Form -

25

・福島県バレーボール協会
・福島県バレーボール連盟

氏名 / Name

西潟　直幸

クラブ名 / Name of the Club

クラブ紹介（大会にかける意気込みなど） / Introduction of the Team (Tell us how you are excited about the games!)

ばった

　バレーが好きで集まり、全国大会を目指し日々練習に励んでいます。昨年のFLVでは思うように成積を残せなかったので、今年は頑張って一つでも多くの勝利掴めるよ
う、大会に挑みたいと思います。宜しくお願い致します。

主な所属連盟及び活動地域 / Registered Feferation/League, Main Play Area

出身クラブ経歴 / Playing Background

佐藤　真奈美

29
代表者/

Representative

ヘッドコーチ/

Head Coach

コーチ / Coach

マネージャー /

Manager

ローマ字/英語表記                                                                                batta

                         satou manami

わがクラブは、FLV・リーグ規程にのっとり、どんなときも元気に楽しく！死闘を繰り広げることを誓います！

We agree to follow the FLV regulation and to play hard with joy no matter what!

2013年シーズン(4月-)の主な戦績（何でも結構・「勝ち」にこだわりません！「連敗」記録でも構いません）

Major Record of the Team in 2013 (It can be any. Does not have to be winning record!)

・福島県春季選手権　優勝。
・クラブカップ福島県予選ベスト４。

クラブ公式HP若しくはFacebook・twitter等 / Official Web Site, Facebook, Twitter Account etc.

登録全選手 / Players to be Registered

1

2 171 1988/2/2 25石井　孝法

氏名 / Name 出身クラブ経歴 / Playing Background

190新妻　克敏 1984/11/2 29

勿来工業⇒ばった

郡山北工業⇒BFクラブ⇒ばった

4

                       nishigata naoyuki

勿来工業⇒ばった

郡山北工業⇒BFクラブ⇒ばった

勿来工業⇒ばった

ばった

海星高校⇒ばった

         enndou  futoshi

          konnno  yosimitu

          niituma katutoshi

           isii takanori

           nihei syouzi

           nishigata  naoyuki

            siota keizi

           satou hiroyuki

           sike masaki

            satou katuya

           nisimura kennto

           murata daisuke

           suzuki kouta

          yamauti taisei

          nagayama shinnya

平工業⇒東北学院⇒ばった

勿来工業⇒ばった

郡山北工業⇒青森大学⇒BFクラブ⇒ばった

FLV2014
INTERNATIONAL CLUB VOLLEYBALL CHAMPOINSHIP


