
年齢 /

Age
ローマ字 ローマ字 sodaigakuinn  →　waseda  →　Porks

早大学院　→　早稲田大学　→　ポークス

ローマ字 ローマ字 soudaihonzyo →　waseda

早大本庄　→　早稲田大学

ローマ字 ローマ字  yamategakuin  →　waseda

山手学院　→　早稲田大学

ローマ字 ローマ字 urawaminami　 →　Japanese Red Cross College of Nursing

浦和南　→　日本赤十字看護大学

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            yamategakuin  →　waseda

ローマ字 ローマ字       sodaigakuinn  →　waseda  →　Porks

ローマ字 ローマ字            kaizyo  →　waseda  →　Porks

ローマ字 ローマ字       kougyokusya  →　waseda  →　yuutyobank

ローマ字 ローマ字       sodaigakuinn  →　waseda  →　Porks

ローマ字 ローマ字       sodaigakuinn  →　waseda  →　Porks

ローマ字 ローマ字               sodaihonzyo  →　waseda

ローマ字 ローマ字              toingakuenn  →　waseda

ローマ字 ローマ字         higashikatsusshika  →　waseda

ローマ字 ローマ字      asahikawahigashi  →　waseda  →　Porks

ローマ字 ローマ字               sodaihonzyo  →　waseda

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

担当 NY

受理日 2014/1/5

PDF作成日時 2014/1/10

海城高校　→　早稲田大学　→　ポークス

山手学院　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学　→　ポークス

攻玉社高校　→　早稲田大学　→　ゆうちょ銀行

早大学院　→　早稲田大学　→　ポークス

早大学院　→　早稲田大学　→　ポークス

早大本庄　→　早稲田大学

桐蔭学園　→　早稲田大学

                shimizu syo

            watanabe shinta

          shishido keisuke

            ashida masakazu

               saito takuya

1986.3.24

東葛飾高校　→　早稲田大学

旭川東高校　→　早稲田大学　→　ポークス

早大本庄　→　早稲田大学

28
芦田　真和

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!)

初陣！！！

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

00

3 180 1986.12.19 27
渡辺　信太

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

171清水　翔 1985.6.24 28

28

12 172

                                saitou takuya

                             nyakayama hiroki

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 -

26

新宿区

氏名 / Name

齊藤　拓哉

中山　寛喜

清水　翔

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!)

りこばれ～チームＢ～

８年ぶりのチーム結成。果たして、動けるのか・・・
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

齊藤　彩乃

28
代表者/

Representative

ヘッドコーチ/

Head Coach
30

コーチ / Coach

マネージャー /

Manager

ローマ字/英語表記 rikobare ~ team B ~

                               　shimizu syo

                                saitou ayano

5 167 1983.5.10 30
宍戸　圭介

18 179 1986.8.2 27
西世古　弘

17 168 1985.12.18 28
齊藤　拓哉

            nishizeko hiroshi

41 170 1983.12.31 30
渡辺　佑輔

19 182 1986.9.20 27
大成　正晃

              onari masaaki

          watanabe yusuke

44 177 1984.4.4 29
須藤　啓太

42 172 1987.5.15 26
神林　佑
              kanbayashi yu

                sudo keita

88 174 1986.2.27 27
木原　大真

              kihara daishin

FLV2014
INTERNATIONAL CLUB VOLLEYBALL CHAMPOINSHIP


