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務

局／〒 569-0803 大阪府高槻市高槻町 4-3 サタリービル 2F
☎：075-924-4308 FAX：075-924-4309
HP：http://www.global-linx.jp/badminton_plenty/index.html
利用体育館／プレンティグローバルリンクス株式会社 バドミントン専用アリーナ
創
部／ 2008 年
S/J リーグⅡ成績／ ’19・2 位、 過去最高・2 位（’18’19）
全日本実業団成績／過去最高・9 位（’19）
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■ Corporate PR 〜企業 PR 〜

広告代理業を主事業とし、 様々なマーケティングソリューションの提供をしています。近年では社会問題解決に向け
ての事業投資に積極的に取り組んでいます。
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🅐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

むらかみ・あき

あかさか・れいな

どい・あんな

96年1月25日／社会人4年目
O型／右利き／岩手県出身
青森山田中→青森山田高→明治大

01年5月22日／社会人2年目
O型／左利き／青森県出身
青森山田中→青森山田高

89年4月5日／社会人10年目
O型／右利き／大阪府出身
西陵中→滋賀女子高→立命館大→
ヨネックス
🅐 ’06JOC 単複 3 位、’07IH 単 3 位、’11 総合
単 16 強、’12’13 社会人単 3 位、’13 社会人複
2位
🅑 ’13大阪国際単複3位、’14大阪国際単2位
🅒複5勝1敗
🅓 S/J単2勝1敗、複12勝20敗、S/JⅡ複5勝1敗

村上 晃

赤坂 玲奈

🅐 ’16インカレ複2位
🅒複4勝1敗
🅓複8勝3敗

2

①6②ミステリアス③24④レシーブ⑤体脂肪の量⑥握手⑧フィットネ
スクラブスタッフ⑨映画をつくる人⑩人生楽しんだもの勝ち⑫エース
（ONE PIECE）⑬笑顔で頑張ります！

土井 杏奈

🅐 ’16全中団体3位・複3位

3

①5②人見知り③22-24④ドリブンクリアー⑤とにかく攻めまくりま
す！⑥ジャンプ⑧フィットネスジムスタッフ⑨コックさん⑩やればでき
る⑫目標に向かって頑張っている人⑬最後まで全力で戦います！ 応援
よろしくお願いします

①10③24-26⑧フィットネスクラブスタッフ⑨水泳の選手

しげやま・ちか

ふじはら・あいか

なかむら・ゆうり

95年9月23日／社会人4年目
A型／左利き／新潟県出身
聖ウルスラ学院英智中→
聖ウルスラ学院英智高→専修大
🅐 ’12JOC複8強
🅒単1敗、複1勝1敗
🅓単7勝3敗、複1勝1敗

01年4月27日／社会人2年目
O型／右利き／愛媛県出身
青森山田中→青森山田高

96年4月12日／社会人7年目
A型／右利き／鹿児島県出身
皇徳寺中→青森山田高→北都銀行

重山 智佳

藤原 あいか

6

中村 優里

🅐 ’16全中団体3位

7

🅐 ’14IH複8強・団体2位、’16RC複8強
🅑 ’18KaBaLインターナショナルカルヴィナー
単優勝
🅒単3勝1敗
🅓 S/J単1敗、S/JⅡ単3勝1敗

①6②頑固、
わがまま③24④カット⑤癖のあるフットワーク
（笑）
⑥チャ
イナステップ⑦北はるな⑧DTPオペレーター⑩人生楽しく潔く⑬応援
よろしくお願いします！

①5②とにかく明るい③22-24④クロスネット⑤最後まであきらめませ
ん！⑥髪を結び直す⑧フィットネスジムスタッフ⑨学校の先生⑩コツコツ
が勝つコツ⑫平野紫耀くんみたいな人⑬精一杯頑張ります。応援よろしく
お願いします！

つかもと・あゆみ

いしざわ・みゆ

いしもり・まゆ

95年5月31日／社会人4年目
A型／右利き／北海道出身
聖ウルスラ学院英智中→
聖ウルスラ学院英智高→北翔大→丸杉
🅐 ’17東日本インカレ複優勝

95年12月5日／社会人4年目
O型／右利き／北海道出身
平岡中→札幌静修高→北翔大

02年6月14日／社会人1年目
Ａ型／右利き／富山県出身
上市中→富山国際大附高

塚本 あゆみ

石澤 未夢

10

①7②比較的サバサバしてます③23④スマッシュ⑤トレーニングはま
かせてください⑥肩を回す⑦髙橋礼華⑧事務⑨お笑い芸人⑩努力は必ず
報われる⑪弟・光希（ＪＲ北海道）⑫おもしろくて優しい人⑬自分らし
く元気に頑張ります！ 応援よろしくお願いします！
はやしたに・まな

林谷 真奈

将

①8②面倒くさがり、おっちょこちょい③24④スマッシュ⑤笑顔⑥音
楽を聴く⑧事務⑨スポーツ選手⑩可能性は無限大⑪夫・理貴（三菱自動
車京都）⑫一緒にいておもしろくて、楽な人⑬感謝の気持ちを忘れず全
力プレーで頑張ります!! PGLの応援よろしくお願いします！

3

①9②負けず嫌い、マイペース③25④レシーブ⑤身長の低さを生かし
たプレー⑥音楽を聴く⑧児童指導員、事務⑨歌手⑩雑草魂⑫おもしろい
人⑬応援よろしくお願いいたします！

14
①7②素直③24④カット⑤よく笑います⑥深呼吸をして気持ちをつく
る⑧事務⑨パン屋さん⑩一所懸命⑫優しくて、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

新

浦田 歩穂

18

TOP

12

新

02年10月21日／社会人1年目
Ｏ型／右利き／山口県出身
柳井中→柳井商工高

🅓複7勝5敗

なんでも

🅐 ’16 東日本インカレ複 2 位、’17 東日本イン
カレ複優勝
🅒複5勝2敗
🅓複13勝5敗

9

①7②優柔不断③27-29④クロスカット⑥靴ひもを結び直す⑦佐々木
翔⑧企画営業⑨パン屋⑩最善を尽くす⑫頼りがいのある人⑬全力で頑張
りますので応援よろしくお願いします！

石森 まゆ

うらた・あゆほ

94年11月8日／社会人9年目
Ｏ型／右利き／兵庫県出身
大津中→夙川学院高

5

🅐 ’20全国高等学校代替大会団体3位

19

①5②負けず嫌い③25④強烈なスマッシュ⑤太もも、腕、肩の筋肉⑥
音楽を聴く⑧DTPオペレーター⑨美容師⑩継続は力なり⑫身長が高く
て、まじめよりかは少しはっちゃけている人（芸能人は中村倫也）⑬感
謝の気持ちを忘れず、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします

強烈なスマッシュ

たゆまぬ努力を感じる

スタミナ抜群

①浦田歩穂 ･･･ 観客席まで飛んでいく特大ホームラン！
②中村優里 ･･･ ふくらはぎから繰り出される爆裂スマッ
シュ
③田中隆行オーナー ･･･ まだまだ選手に負けません！

①土井杏奈 ･･･ 何歳になってもウエイト！
②村上晃 ･･･ 桃鉄にかける時間は惜しまない
③石森まゆ ･･･ 股関節チェックは毎日欠かせ
ません

①赤坂玲奈 ･･･ 全然走れません !!
②藤原あいか ･･･ もう走れません !!
③塚本あゆみ ･･･ 走り出したら止まれま
せん !!

