
年齢 /

Age
ローマ字 shimada ローマ字 seitokugakuenn

聖徳学園
ローマ字 imamura ローマ字

ローマ字 noyama ローマ字

ローマ字 shimada ローマ字

背番号

/Number

身長 /

Height

生年月日 / Date

of Birth

年齢 /

Age

ローマ字 abe keisuke ローマ字 kinnjyoukoukou

錦城高校
ローマ字 imamatu hiroshi ローマ字 touagakuen

東亜学園
ローマ字 sasaki yuusuke ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 arai kazuki ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 oooka takuya ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 abe souta ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 shimada nobuyuki ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 yoshino hiroaki ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 matumoto hiroyuki ローマ字 ichiritumatudokoukou

市立松戸高校
ローマ字 kurosaki kyouhei ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 furubayashi motohiro ローマ字 komadaikoukou

駒大高校
ローマ字 tutumi tatuya ローマ字 fukuokayanagawakoukou

福岡柳川高校
ローマ字 noma motoki ローマ字 tottorinishikoukou

鳥取西高校
ローマ字 sugiyama hiroki ローマ字 saitamasakaekoukou

埼玉栄高校
ローマ字 matushima yuuma ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 asahara hironori ローマ字 seitokugakuen

聖徳学園
ローマ字 takano kyohei ローマ字 seitokugakuen

                          聖徳学園
ローマ字 ローマ字

担当 NY
受理日 2014/3/3
PDF作成日時 2014/3/11

182 1994/5/4 19
高野　恭平

####### 182 1992/7/26 21
浅原　宏典

####### 180 1993/3/22 20
松嶋　湧

####### 173 1990/6/12 23
杉山　紘輝

####### 178 1985/2/23 28
野間　基希

####### 178 1988/1/2 25
堤　竜也

####### 183 1987/9/8 26
古林　基博

####### 174 1987/7/16 26
黒崎　恭平

####### 188 1989/7/5 24
松本　洋行

####### 175 1995/1/25 18
吉野　弘朗

####### 168 1988/1/3 25
島田　信幸

1987/6/3 26
新井　一希

1900/1/5 180 1989/9/21 24
佐々木　祐介

1900/1/9 194 1992/6/5 21
阿部　草大

1900/1/7 186 1988/7/7 25
大岡　拓也

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 -

hiromi

東京都　東久留米市

氏名 / Name

島田　信幸

今村　多喜子

野山　琴未

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!)

東久留米ジャイアンツ

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

島田　宏美

nobuyuki

25
代表者/

Representative

ヘッドコーチ/

Head Coach

takiko

コーチ / Coach

マネージャー /

Manager

kotomi

ローマ字/英語表記 higashikurume GIANTS

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!)

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

1900/1/4 177 1983/8/3 30今松　洋

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

180阿部　圭介 1977/7/17 36

1900/1/6 182

FLV2014
INTERNATIONAL CLUB VOLLEYBALL CHAMPOINSHIP


