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宇部興産
UBE INDUSTRIES,LTD.

◦Staff

◦Corporate PR
UBEグループは化学を中心として、建設資材、機械・金属成型、医薬、エネルギー・環境の各分野に広がり、その製品・
技術は皆さまの身近なものから、社会インフラの整備、さらには最先端の航空宇宙分野まで幅広く活用されています。

◦Team Data
事務局▶〒755-8633 山口県宇部市大字小串1978-96
　　　 ☎0836-31-6487　FAX0836-31-3304
利用体育館▶宇部高校、宇部総合支援学校、COCOLAND山口・宇部
創部▶1953年
日本リーグ成績▶’16・5位、過去最高・優勝（’11）
全日本実業団成績▶’17・5位、過去最高・5位（’11～’13’16’17）

趣味がすごいのは？
① 河村光将
携帯ゲーム全般。神様と呼ばれる
② 青見　領
ソフトテニス。市内のサークルに入っている
③ 米元優樹
サンフレッチェの応援で関東遠征もしばしば…

アタック力がすごいのは？
① 米元優樹
腰が痛いといいつつ、強烈なアタックを放つ
② 山下貴史
どんなに不都合な状況でも攻めの姿勢
③ 河村光将
どんなに滑っても強気

レシーブ力がすごいのは？
① 松尾光平
隣のコートにまで返せる
② 佐野拓磨
たくさん動けます
③ 古川優太
立っているだけで鉄壁

バドミントンで研究熱心なのは？
① 古城　晃
動画を見まくる
② 古城　晃
通信制限がかかる
③ 古城　晃
Wi-Fi契約

なんでもベスト3

1 松尾 光平 まつお・こうへい

86年9月9日　
社会人13年目
168cm  57kg  O型  右利き
山口県出身　
浅江中―柳井工高
A’04IH団体8強・単16強、’09

総合複32強、’11山口国体3
位

B単4勝3敗
C単17勝10敗、複7勝6敗

❶9❷負けず嫌い❸24❹スマッシュ❺キレのあるシ
ョット❻ガットの張替❼ヘンキー・イラワン❽セメ
ント工場全般の保全❾昼寝❿タツノオトシゴになる
⓫成せば成る、成さねばならぬ何事も⓬母・真澄⓭
思いやりのある人⓮頑張ります

10 山平 直輝 やまひら・なおき

87年3月31日　
社会人9年目
174cm  65kg  O型  右利き
山口県出身
日積中―柳井工高―法政大
A’06インカレ単16強・複8強、 

’08インカレ団体優勝、’11社
会人複16強、’12総合複32
強・混合複16強、’13社会人
混合複3位

C複30勝5敗

❶10❷飽き性❸30❹ドロップ❺拍手の音の大きさ
❻UNO❼堀川善生❽資材、工事発注❾散歩❿保育
士⓫Change&Challenge⓬兄・康太（三菱自動車水
島）⓭妻・彩（32）、真翔（4）、佑翔（2）、司彩（0）⓭
技術の翼と革新の心で頑張ります

7 青見 領 あおみ・りょう

91年7月10日　
社会人8年目
176cm  75kg  A型  右利き
山口県出身　
柳井南中―柳井商工高
A’09IH複8強
B複5勝2敗
C単5敗、複12勝14敗

❶8❷マイペース❸30❹スマッシュ❺全部❻グリッ
プの点検と巻き替え❼イチロー❽セメント工場の保
全❾まったり❿大人になる！⓫運否天賦⓭妻・愛梨

（25）⓮頑張ります！

3 河村 光将 かわむら・みつまさ

87年6月20日　
社会人12年目
168cm  60kg  O型  右利き
山口県出身　
末武中―柳井工高
A’08中国総合複2位、’12’15

社会人複16強、’15中国総
合複・混合複優勝

B複1敗
C複15勝19敗

❷マイペース❸27❹レシーブ❺ショットを決めた
後のスカシ❻集中力を高めるために勝負曲を聴く❼
父・則彦❽発電所のオペレーター❾部屋でのんびり
❿サッカー選手⓫弱気は最大の敵⓬父・則彦（元日
立製作所）⓭笑顔が素敵な人⓮応援よろしくお願い
します

13 古川 優太 ふるかわ・ゆうた

95年11月15日　
社会人4年目
177cm  75kg  O型  左利き
山口県出身　
浅江中―柳井商工高
A’13IH複16強、国体5位
B複1勝6敗
C複1勝6敗

❶13❷明るい❸30❹スマッシュ❺体型の割には意
外と走れる❻音楽を聴く❼森永雅弘❽セメント工場
の保全業務❾買い物、カメラ❿サルになる⓫人生ノ
リとタイミング⓭一緒にいて楽しい人⓮応援よろし
くお願いします！

17 古城 晃 こじょう・あきら

95年11月4日　
社会人4年目
180cm  66kg  AB型  右利き
岡山県出身　
金光中―水島工高
A’10全中複4強、’12全日本ジ

ュニア複8強
B複1勝6敗
C単1敗、複1勝7敗

❶8❷マイペース❸27❹スマッシュ❺身長❻お手洗
いに行く❼北島康介❽橋梁溶接❾スポーツ観戦❿水
泳選手⓫努力に勝る天才はなし⓭明るい人⓮応援よ
ろしくお願いします

16 山下 貴史 やました・たかし

97年7月30日　
社会人2年目
164cm 64kg  A型  右利き
山口県出身　
柳井中―柳井商工高
A’11全中団体8強、’15選抜

団体8強、IH団体8強

❶7❷全力❸26❹スマッシュ❺元気がある❻よく寝
る❼宇部興産の先輩❽発電所のオペレーター❾寝る
❿医者⓫やればできる⓭おもしろい人⓮宇部興産に
熱いエールをお願いします

14 森永 雅弘 もりなが・まさひろ

98年7月24日　
社会人1年目
172cm 61kg  O型  左利き
山口県出身　
島田中―柳井商工高
A’15IH団体8強

❶7❷大事な場面に弱い❸29❹カット❺ラリー力❻
靴ひもを締め直す❼桃田賢斗❽セメント工場の保全
業務❾テレビ鑑賞❿バドミントン選手になること⓫
一生懸命⓭明るくて一緒にいて楽しい人⓮応援よろ
しくお願いします！

新

18 米元 優樹 よねもと・ゆうき

87年11月6日　
社会人8年目
177cm  75kg  B型  右利き
広島県出身　
翠町中―水島工高―法政大
A’05IH団体2位、’08インカレ

団体優勝、’09インカレ複16
強、’14YOJ出場、総合混合
複3位、’17ランキングC混合
複2位

B複5勝1敗
C複39勝9敗

❶10❷小さなことは気にしない❸28❹マタタビプッシュ❺
苦しい場面でも笑顔を忘れない❻円陣での一言を考える❼
佐伯祐行❽購買部・発注業務❾サンフレッチェ広島の残
留を祈る❾建築士❿誠実は人間最高の善である⓫妹・陽
花（ACT SAIKYO）、妹・小春（北都銀行）⓬家族を大切にす
る人⓭記録より記憶に残るプレーができるように頑張ります

22 佐野 拓磨 さの・たくま

93年9月22日　
社会人2年目
175cm  68kg  O型  右利き
福岡県出身　
香月中―東大阪大柏原高―法政大
A08全中単16強、’11IH単16

強、’14インカレ単16強・団体
2位

C単3勝4敗

❶8❷前向きなところ❸30❹ヘアピン❺頑張ってラ
リーします❽人事部勤怠❾満足するまで睡眠❿スポ
ーツ選手⓫一心不乱⓭おもしろい人⓮クールに頑張
ります

玉田英生
オーナー

長田恭司
部長

安田耕司
副部長

山平直輝
監督兼選手

渡邊和人
コーチ

西田健男
トレーナー

内藤佑太
マネジャー

将

12 藤井 湧真 ふじい・ゆうま

96年1月7日　
165cm  62kg  B型  右利き
広島県出身　
横路中―安芸府中高―高知大

A’13IH単32強、’16インカレ単
32強

❶6❷気分屋❸28❹リバースカット❺コンパクト化
した体格❻お祈り❼錦織圭吾❾アニメを見る❿オリ
ンピック選手⓫やらずに後悔よりやって後悔⓭優し
い人⓮気合いで頑張ります！

内

67


