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A 主な成績　B 昨年のリーグ成績　Cリーグ通算
成績（旧日本リーグ、同2部含む）　❶ 競技開始年齢　
❷ 性格自己分析　❸ガットのテンション（ポンド）　❹
得意なショット　❺アピールポイント　❻ 試合前に
必ずやること ❼ 影響を受けた選手　❽ 会社での業
務内容　❾ 休日の過ごし方　❿ 小さい頃の夢　⓫
座右の銘　⓬ 血縁者のプレーヤー（続柄、氏名、所
属）　⓭ 同居家族（年齢）。独身なら好きな異性のタイ
プ　⓮ 観客へのメッセージ
※ナショナルチームの所属は2018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

凡例（数字は背番号）

宇部興産
UBE INDUSTRIES,LTD.

◦Corporate PR
〜企業PR〜
UBEグループは『化学』『医療』『建設資材』

『機械』『エネルギー・環境』の5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。

◦Team Data
〜チームデータ〜
事務局
〒755-8633 
山口県宇部市大字小串1978-96
☎：0836-31-6487
FAX：0836-31-3304
利用体育館
宇部高校、宇部総合支援学校
創部
1953年
日本リーグ成績
’17・7位、過去最高・優勝（’11）
全日本実業団成績
’18・9位、過去最高・5位（’11〜’13’16 
’17）

鋼のメンタル、持ってます！
① 古城 晃…プレッシャーの意味を知らな

い…
② 佐野拓磨…結構な音痴なのにマイクを

離しません

フィジカル勝負、どんとこい
① 古川優太…一撃のスマッシュにすべて

をかける
② 松尾光平…腹筋仮面ライダー
③ 山下貴史…フィジカルのみで勝負

テクニックなら負けません
① 青見 領…難しいショットのほうが安定し

ます
② 河村光将…ダンステクニックなら負けま

せん
③ 藤井湧真…リバースカットでシャトルを消

します

こんな趣味にハマッてます！
① 森永雅弘…結婚式の余興で女装して

以来…
② 山下貴史…全国温泉めぐり

A’09IH複8強
B複2勝4敗
C単5敗、複14勝18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子どもとまったり❿大人になる⓫運
否天賦⓭妻・愛梨、子・奏那❹頑張ります

あおみ・りょう 

7 青見 領
91年7月10日
社会人9年目
176cm  74kg  A型  右利き
山口県出身
柳井南中―柳井商工高

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勝1敗
C複16勝20敗

❶15❷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試合前に勝負曲を聴く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（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

かわむら・みつまさ 

3 河村 光将
87年6月20日
社会人13年目
168cm  60kg  O型  右利き
山口県出身
末武中―柳井工高

A’13IH単32強、’16インカレ単32強

❶7❷面倒くさがり❸28❹リバースカット❻お祈
り❼児子、和人❽押出しプレス機の営業❾勉強
❿パイロット⓫スマイル0円⓭背が低い人⓮気合
いで頑張ります

ふじい・ゆうま 

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

新

A’11全中団体8強、’15選抜団体8強、IH団体8強

❷雑❸26❹スマッシュ❺気合い❻しっかり寝る
❼宇部興産の先輩たち❽発電所、オペレータ❾
サウナ、マッサージ❿医者⓫なんとかなる⓭お
もしろい人⓮UBEに熱いエールをお願いします

やました・たかし 

16 山下 貴史
97年7月30日
社会人3年目
164cm  63kg  A型  右利き
山口県出身
柳井中―柳井商工高

A’08全中単16強、’11IH単16強、’14インカレ単16
強・団体2位

B単2敗
C単3勝6敗

❶7❷自己中❸28❹ヘアピン❺クールなところ
❻音楽を聴く❽人事関係❾満足するまで寝る❿
警察官⓫ピンチは最大のチャンス⓭おもしろい
人、気が合う人⓮応援お願いします

さの・たくま 

22 佐野 拓磨
93年9月22日
社会人3年目
175cm  70kg  O型  右利き
福岡県出身
香月中―東大阪大柏原高―法
政大

将

A’04IH団体8強・単16強、’09総合複32強、’11山
口国体3位、’17社会人単16強

B単4敗、複2勝1敗
C単17勝14敗、複9勝7敗

❶9❷大雑把❸24❹ヘアピン❺スマッシュ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為
せば成る、為さねば成らぬ何事も⓬母・真澄⓭
思いやりのある人⓮応援お願いします

まつお・こうへい 

1 松尾 光平
86年9月9日
社会人14年目
168cm  57kg  O型  右利き
山口県出身
浅江中―柳井工高

A’13IH団体8強・複16強
B複5敗
C複1勝12敗

❶13❷明るい❸30❹スマッシュ❺体型のわりに
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

ふるかわ・ゆうた 

13 古川 優太
95年11月15日
社会人5年目
177cm  78kg  O型  左利き
山口県出身
浅江中―柳井商工高

A’10全中複3位、’12全日本ジュニア複8強
B複5敗
C単1敗、複1勝12敗

❶8❷マイペース❸28❹スマッシュ❺身長❻トイ
レに行く❼北島康介❽橋梁溶接❾スポーツ観戦
❿水泳選手⓫努力に勝る天才なし⓭明るい人⓮
応援よろしくお願いします

こじょう・あきら 

17 古城 晃
95年11月4日
社会人5年目
180cm  66kg  AB型  右利き
岡山県出身
金光中―水島工高

◦Staff
〜スタッフ〜

玉田英生
オーナー

安田耕司
副部長

長田恭司
部長

米元優樹
監督兼選手

西田健男
トレーナー

渡邊和人
コーチ

内藤佑太
マネジャー

A’15IH団体8強

❶7❷大事な場面に弱い❸29❹やわらかいショッ
ト❺意外性❻ガットの感覚を確かめる❼桃田賢
斗❽セメント工場の保全業務❾ご飯のおいしい
お店を探す❿バドミントン選手になる⓫一生懸
命⓭料理がうまい人⓮最後まで頑張ります

もりなが・まさひろ 

14 森永 雅弘
98年7月24日
社会人2年目
172cm  65kg  O型  左利き
山口県出身
島田中―柳井商工高

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、’14’17総合混合複3位、 
’17ランキングC混合複2位

B複3勝4敗
C複42勝13敗
❶10❷データ派、実績重視❸28❹サービス、プッシュ❻
対戦相手の分析、データ収集❼佐伯祐行（元日本ユニシ
ス）❽購買部発注業務❾カープ＆サンフレッチェ広島のＷ
優勝を願う❿建築士⓫誠実は人間最高の善である⓬妹・陽
花（元ACT SAIKYO）、妹・小春（北都銀行）⓭家族を
大切にする人⓮会場にいる全選手の応援をお願いします

よねもと・ゆうき 

18 米元 優樹
87年11月6日
社会人9年目
177cm  77kg  B型  右利き
広島県出身
翠町中―水島工高―法政大
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