
ローマ字 ローマ字 sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字 yamategakuin  →　waseda

ローマ字 ローマ字 sodaihonjo  →　waseda

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

身長 /

Height
ローマ字 ローマ字                   aichi  →　waseda

ローマ字 ローマ字            sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字            sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字            sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字                 waseda  →　waseda

ローマ字 ローマ字       　　　 saganishi  →　waseda

ローマ字 ローマ字            sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字         kakegawanishi  →　waseda

ローマ字 ローマ字            ichikawa  →　waseda

ローマ字 ローマ字                 waseda  →　waseda

ローマ字 ローマ字  　　　       kisarazu  →　waseda

ローマ字 ローマ字    　　   sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字            sodaigakuinn  →　waseda

ローマ字 ローマ字  urawa  →　waseda

ローマ字 ローマ字  koutougakkousotugyouteidoninteishiken  →　waseda

ローマ字 ローマ字 nishi  →　waseda

都立西高校　→　早稲田大学

ローマ字 ローマ字

ローマ字 ローマ字

早大学院　→　早稲田大学

早大本庄　→　早稲田大学

浦和南　→　日本赤十字看護大学

            noda yasuhiro

             saito takuya

          watanabe shinta

            konno yukan

              hunaki jin

            yoshimura ryo

          okamoto takeshi

         muramatsu keisuke

         kobayashi keiichi

           yamamoto syuji

          takahashi kenta

         nishizeko hiroshi

              yamazoe yoshinori

176

高等学校卒業程度認定試験　→　早稲田大学

浦和高校　→　早稲田大学

三橋　正寛

175

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!)

ここからです。

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

168齊藤　拓哉

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

179野田　恭弘

 saito takuya

kihara daishin

shimizu syo

180渡辺　信太

177吉村　亮

186船木　仁

175紺野　雄寛

FLV2015 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 -

FLV2015 International Club Volleyball Champiomship - Players Registration Form -

新宿区

氏名 / Name

齊藤　拓哉

清水　翔

木原　大真

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!)

JJ.Lovers(W)

JJってなんだろ？？

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

ローマ字/英語表記                                                                                          JJ.Lovers(W)

saito ayano

山手学院　→　早稲田大学

代表者/

Representative

ヘッドコーチ/

Head Coach

コーチ / Coach

マネージャー /

Manager

背
番
号
は
当
日
ご
提
出
く
だ
さ
い

。

180村松　佳祐

177岡本　武士

195山本　修司

182小林　慧一

179西世古　弘

177高橋　健太

175松原　陸

186山添　祥慶

              matsubara riku

尾川 雄紀

              ogawa yuki

mitsuhashi masahiro

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

生年月日、年齢は公開はいたしませんが、保険適用、大会登録のため必須記載事項です。

早稲田高校　→　早稲田大学

木更津高校　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

愛知高校　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

早稲田高校　→　早稲田大学

佐賀西高校　→　早稲田大学

早大学院　→　早稲田大学

掛川西高校　→　早稲田大学

市川高校　→　早稲田大学

FLV2015
INTERNATIONAL CLUB VOLLEYBALL CHAMPOINSHIP


