宇部興産

S/J リーグⅡ 男子
選手紹介

UBE INDUSTRIES,LTD.

Player Directory

■ Team Data 〜チームデータ〜
事

■ Staff 〜スタッフ〜

務

局／〒 755-8633 山口県宇部市大字小串 1978-96
☎：0836-31-6487 FAX：0836-31-3304
HP：https://ube-badteam.org/
利用体育館／宇部高校、 宇部総合支援学校体育館
創
部／ 1953 年
S/J リーグⅡ成績／ ’19・4 位、 過去最高・優勝（’11）
全日本実業団成績／過去最高・5 位（’11 〜 ’13’16’17）

玉田英生

長田恭司

松尾光平

米元優樹

渡邊和人

河村光将

西田健男

内藤佑太

オーナー

部

長

副部長

監

督

■ Corporate PR 〜企業 PR 〜

UBE グループは『化学』
『建設資材』
『機械』の 3 事業を展開しています。国内の工場は、宇部工場のほかに千葉、
堺、 伊佐（山口）、 苅田（福岡）。海外ではスペイン、タイにカプロラクタムやナイロン樹脂、ファインケミカルな
どの生産拠点を設け、グローバルな市場で活動しています。

凡例

（数字は背番号）

ヘッドコーチ

コーチ
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マネジャー

🅐主な国内大会成績 🅑主な国際大会成績 🅒19年のリーグ成績 🅓リーグ通算成績 ①競技開始年齢 ②性格自己分析 ③ガットのテンション
（ポンド） ④得意なショット ⑤アピールポイント ⑥試合前に必ずやること
⑦影響を受けた選手 ⑧会社での業務内容 ⑨小さい頃の夢 ⑩座右の銘 ⑪血縁者のプレーヤー
（続柄、氏名、所属） ⑫同居家族
（年齢）
。独身なら好きな異性のタイプ ⑬観客へのメッセージ
※ナショナルチームの所属は2021年のもの 将は主将 新は新人選手 内は内定選手 外は外国人登録選手 移は移籍選手 補は補強選手

ふじい・ゆうや

いしい・まさゆき

97年3月5日／社会人3年目
A型／右利き／岡山県出身
倉敷福田中→水島工高→日本大

02年6月9日／社会人1年目
O型／右利き／岡山県出身
金浦中→水島工高

藤井 湧也

石井 雅将

🅐 ’14IH単8強、’18インカレ団体3位
🅒単7勝
🅓単7勝

2

🅐 ’19JOC複16強

新

あしづか・きちろう

芦塚 貴一郎

新

98年11月5日／社会人1年目
A型／右利き／長崎県出身
西諫早中→瓊浦高→立命館大

3

🅐 ’16IH団体3位

4

①9②元気③32④ロブ⑤頑張るところ⑥ストレッチ⑦藤井大輔（父）
、
藤井美鈴（母）⑧出荷作業⑨バドミントン選手⑩ High risk-High
return⑫一緒にいて楽しい人⑬全力で最後まで頑張ります！ 応援よろ
しくお願いします！

①10②元気③29④ドライブ⑤あきらめないところ⑥音楽を聴く⑦山
下恭平⑧橋梁溶接⑨バドミントン選手⑩凡事徹底⑫優しい人⑬新人らし
く元気に頑張ります！ 応援よろしくお願いします！

①10②人見知り③32④レシーブ⑤レシーブ⑥音楽を聴く⑦林貴昭（瓊
浦高監督）⑧人事労務⑨お金持ち⑩現状維持では後退するばかりである
⑫優しい人⑬チームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願
いします！

ふくま・りく

くりき・こうた

きりた・かずき

01年2月13日／社会人3年目
O型／右利き／山口県出身
鴻南中→柳井商工高

00年9月13日／社会人3年目
AB型／右利き／福岡県出身
浅川中→柳井商工高

96年8月19日／社会人3年目
B型／右利き／山口県出身
久保中→柳井商工高→法政大

福間 璃来

栗木 洸太

🅐 ’14JOC単8強
🅒複2敗
🅓複2敗

5

①7②慎重派③30④ヘアピン⑤前衛⑥靴ひもを結び直す⑦大谷翔平⑧
工業薬品の製造⑨野球選手⑩頑張るときはいつも今⑫自分を持っていて
芯が強い人⑬全力プレーで最後まであきらめず頑張ります

将

ふるかわ・ゆうた

古川 優太

6

13

もりなが・まさひろ

やました・たかし

98年7月24日／社会人5年目
O型／左利き／山口県出身
島田中→柳井商工高

97年7月30日／社会人6年目
A型／右利き／山口県出身
柳井中→柳井商工高

🅐 ’15IH団体8強

山下 貴史

14

①13②明るい③28④スマッシュ⑤体型のわりに意外と走れる⑥音楽
を聴く⑦森永雅弘⑧セメント工場の保全⑨サルになる⑩人生ノリとタイ
ミング⑫一緒にいて楽しい人⑬精一杯頑張りますので応援よろしくお願
いします！
こじょう・あきら

さの・たくま

95年11月4日／社会人8年目
AB型／右利き／岡山県出身
金光中→水島工高

93年9月22日／社会人6年目
O型／右利き／福岡県出身
香月中→東大阪大柏原高→法政大

17

①9②適当な人間③30④スマッシュ⑤身長⑥トイレに行く⑦北島康介
⑧橋梁溶接⑨水泳選手⑩努力に勝る才能なし⑫明るい人⑬皆さんが驚く
ようなプレーをお見せします！ 応援よろしくお願いします！

3

TOP

🅐 ’11 全中団体 8 強、’15 選抜団体 8 強、IH 団
体8強

16

①7②雑な人間③26④レシーブ⑤声⑥しっかり寝る⑦スカムルヨ⑧発
電所オペレーター⑨医者⑩何事も全力で！⑫おもしろい人⑬元気に精一
杯頑張りますので応援よろしくお願いします！

佐野 拓磨

🅐 ’10全中複3位、’12JOC複8強
🅒複5敗
🅓単1敗、複4勝21敗

なんでも

10

①6②負けず嫌い、面倒くさがり③35④スマッシュ⑤鍛え抜かれた肉
体⑧資材・工事の発注⑨バドミントン選手⑩一石二鳥⑫嘘をつかない人
⑬全勝めざして頑張りますので、応援よろしくお願いします！

①6②器用貧乏③27④ヘアピン⑤サービスが入るかもしれないし、入
らないかもしれない⑥靴ひもを結び直す⑦桃田賢斗⑧セメント工場の保
全業務⑨バドミントン選手⑩為せば成る⑫一緒にいて楽しい人⑬皆さん
の目を引くようなプレーができるよう頑張ります！ 応援よろしくお願
いします！

古城 晃

🅐 ’14IH単3位、’18インカレ団体2位
🅒複3勝4敗
🅓単7勝、複3勝4敗

①7②気分屋③27④スマッシュ⑤頑張るところ⑥ストレッチ⑦肥田木
武（グッドウェーブ鹿児島）⑧NC工作機械のプログラミング⑨バドミ
ントン選手⑩考えるな感じろ⑫妻・和奏⑬精一杯頑張りますので応援よ
ろしくお願いします！

森永 雅弘

95年11月15日／社会人8年目
O型／左利き／山口県出身
浅江中→柳井商工高
🅐 ’13IH複16強、国体8強
🅒複1敗
🅓複1勝14敗

🅐 ’18IH単16強
🅒複5敗
🅓複5敗

桐田 和樹

🅐 ’08 全中単 16 強、’11IH 単 16 強、’14 イン
カレ単16強、’15インカレ団体優勝
🅓単3勝6敗

22

①7②自己中心的③30④ヘアピン⑤明るいところ⑥音楽を聴く⑧人事
労務業務⑨仮面ライダー⑩なんとかなる⑫おもしろい人⑬皆さんが楽し
めるようなプレーをします！ 応援よろしくお願いします！

強烈なスマッシュ

スタミナ抜群

いつでもおしゃれ

①桐田和樹 ･･･ シャトルが耐えられない程の
強力なスマッシュ
②古川優太 ･･･ 初見殺しのクロススマッシュ
③石川雅将 ･･･ 秘技！ ノールックスマッ
シュ！

①藤井湧也 ･･･ コート内を無限に動き続ける
②芦塚貴一郎 ･･･ きつくなったら声だけ出します
③栗木洸太 ･･･ 疲れているのか分からないポー
カーフェイス

①山下貴史 ･･･ 独特なファッションセンス
②森永雅弘 ･･･SNS で見かけるコーディネート
③松尾副部長 ･･･ ジャージの着こなし◎

