AC NAGANO PARCEIRO BC

◦Team Data

将 たちかわ・じゅんぺい

事務局
〒381-0031
長野県長野市西尾張部290-2 203号
☎：090-1637-3457
FAX：026-244-6882
HP：parceiro-badminton

利用体育館
長野商業高校体育館、文化学園長野中学・
高校体育館
創部
2015年

日本リーグ成績
’17・チャレンジリーグ優勝、過去最高・チ
ャレンジリーグ優勝（’16’17）
全日本実業団成績
’18・32強、過去最高・9位（’17）

内 なりた・たつひこ

こうの・だいち

94年2月4日

96年7月23日

94年3月28日

180cm 68kg O型 右利き

青森県出身

171cm 65kg AB型 右利き

1 立川 純平

〜チームデータ〜

A’15インカレ複3位

❶14❷明るくて素直❸32❹スマッシュ❺やると
きはやります❻トイレに行く❼李龍大❽配管工
❾家族と出かける❿消防士⓫お気楽人間⓭妻・
栞奈（24）、娘・凜（1）⓮応援よろしくお願い
します

❶9❷負けず嫌い❸29-31❹フェイント❺ラリー
❻モチベーションの上がる曲を聴く❼母❾だら
だらのんびり❿仮面ライダー⓫努力は人間を裏
切らない⓭優しい人⓮あきらめない長いラリー
を見てほしいです

❶7❷天真爛漫❸30❹スマッシュ❺全力プレー❻
レッドブルを飲む❼河野洋平（兄）❽営業❾寝
ること⓫無知の知⓭妻⓮応援よろしくお願いし
ます

監督

99年5月25日

171cm 73kg AB型 右利き

177cm 73kg A型 右利き

175cm 66kg A型 右利き

社会人1年目
鳥取県出身

湖東中―鳥取敬愛高―帝京大

西澤孝仁

トレーナー

勝山南部中―勝山高

❶6❷几帳面❸29❹ヘアピン❺ねばり強いプレー
❻音楽を聴く❼古財和輝❽現場代理人❾部屋の
掃除❿バドミントンの指導者⓫継続は力なり⓬
兄・敏考（新明和工業）⓭目標に向かって頑張
っている人⓮応援よろしくお願いします！

❶6❷ファンキー❸28-30❹スマッシュ❺ねばり
強いラリー❻音楽を聴く❼笹木里司❽配管業❾
部屋の掃除❿仮面ライダー⓫努力を続けられる
天才になる⓬父・幸夫（坪内建設）⓭ショート
カット⓮応援よろしくお願いします!!

9 齋藤 大慎

96年11月2日

172cm 72kg A型 右利き

外 アグリッピナ・プリマラハマント

10 AGRIPPINA

PRIMARAHMANTO

15 須賀 健太郎
95年10月11日
社会人1年目

177cm 72kg O型 左利き
長崎県出身

清水中―西陵高―日体大

凡例（数字は背番号）

新 やまむら・ゆうき

12 山村 祐樹
95年8月20日

91年1月20日

社会人1年目

インドネシア出身

富山県出身

170cm 55kg A型 右利き

182cm 80kg A型 右利き

Djarum Club

上市中―埼玉栄高―日本大

A’12IH団体3位、’16東日本インカレ複2位

新 すが・けんたろう

テクニックなら負けません

福井県出身

平岡中―神戸村野工高―龍谷
大

❶8❷ポジティブ❸26-28❹ヘアピン、プッシュ
❺前衛大好き❻笑うこと❼河野大地❽営業、デ
スクワーク❾前日にお酒を飲む❿大工⓫あきら
めたら、そこで試合終了ですよ⓭優しい、気を
使わない、楽しい人⓮みなさんを楽しませられ
るよう頑張ります

❶8❷おもしろい❸29❹ヘアピン❺声を出してガ
ッツあふれるプレー❻音楽を聴く❼自分より強
い人みんな❾買い物❿警察官⓫やってやれない
ことはない⓭リードしてくれる人⓮気持ちのい
いプレーをするので、応援お願いします

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

兵庫県出身

A’17IH複16強

西 俊紀

マネジャー

社会人1年目

A’11インカレ単16強、’14西日本インカレ単優勝

ヘッドコーチ

上条龍也

社会人4年目

A’13選抜複8強、’17全日本学生ミックスダブルス8
強

新庄中―東奥学園高―日体大

コーチ

8 南茂 蓮太

92年6月8日

山形県出身

北林宏太

7 植田 将成

A’14インカレ単複8強

❶10❷優しい❸25❹寸止めドロップ❺トリッキ
ーなプレーを見てください❻お祈り❼タフィー
❽バドミントンのスパーリングや指導❾家でゴ
ロゴロしている❿サッカー選手⓫為せば成る⓭
優しくてバドミントンに理解のある子⓮会場を
沸かせるプレーをします！

S/JリーグⅡ 男子

山﨑広一

新 なんも・れんた

うえだ・まさあき

95年12月24日

内 さいとう・たいしん
部長

富士宮第四中―星陵高―帝京
大

A’14選抜団体3位

〜企業PR〜

荒井和人

静岡県出身

A’16インカレ複16強

◦Corporate PR

〜スタッフ〜

社会人3年目

弘前第一中―青森山田高―日
体大

彦根中―彦根総合高―金沢学
院大

5 中野 克哉

◦Staff

172cm 63kg A型 右利き

滋賀県出身

新 なかの・かつや

日本で初めてサッカーJリーグチームと提
携し、3年目を迎えます。チャレンジリーグ
2 0 1 6、2 0 1 7と連 覇 することができ、今
シーズンよりS/JリーグⅡに昇格となりま
した。スポンサーには40社以上の企業や
個人サポーターがおり、選手たちをサポー
トして頂いています。

3 河野 大地

2 成田 達彦

社会人3年目

❶7❷素直❸30❹スマッシュ❺後衛大好き❻音楽
を聴く❼中野克哉❽運送業❾部屋の掃除❿警察
官⓫一日三食、ご飯はきっちり⓭楽しい人、か
わいい子⓮精いっぱい頑張りますので、応援よ
ろしくお願いします

外 ノベル・ラマダン

16 NOVAL RAMADHAN
99年1月3日

社会人1年目

172cm 65kg O型 右利き

インドネシア出身

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA34
―SMK FARMASI TENGGARONG

A’13高校県総体単優勝、東京国体出場、’17インカ
レ複出場

❶12❷コツコツ派❸28-30❹スマッシュ❺サウ
スポー❻音楽を聴く❼林貴昭❽営業❾のんびり
過ごす❿バドミントン選手⓫天は自ら助くる者
を助く⓭話しやすい子⓮長野パルセイロの応援
よろしくお願いします

① アグリッピナ…スーパードロップは一級
品
② 山村祐樹…レシーブ技術は１部並み
③ 河野大地…一発屋？ 一発だけならギ
ネススマッシュ持ち

フィジカル勝負、
どんとこい

❶6❷社交的❸31-32❹スマッシュ❺柔らかいタ
ッチ❻神様にお祈り❼リー・チョンウェイ❾PC
でゲーム❿みんなに尊敬され、親を幸せにする
バドミントンプレーヤー⓫状況だけの理由であ
きらめない⓭年下で優しい人⓮どんな状況でも
決してあきらめないでください！

鋼のメンタル、持ってます！

選手紹介

Player Directory

AC 長野パルセイロ BC

こんな趣味にハマッてます！

① 南茂蓮太…高卒上がりのテポドン
① 中野克哉…体も太いが心も太い
① 植田将成…筋トレ大好き
② 植田将成…最年長？ 上半身はボディ ② 須賀健太郎…一見優しいが、
ハートは ②ノベル・ラマダン…チームメイトにインドネ
ビル
強面
シア料理を振る舞う
③ 成田達彦…体が資本、
日体大
③ 立川純平…キャプテンとしてチームを引 ③ 山﨑監督…人間観察
っ張るメンタルリーダー

79

