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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部のものも含む〔「日本L」とある
ものも同じ〕。「S/J」は旧日本リーグ１部のもの）　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）

丸杉
MARUSUGI

◦Corporate PR
〜企業PR〜
丸杉は、鉄鋼卸業界でトップクラスの企業
と認知されており、「鋼材を通して社会の
発展に貢献する」という企業理念のもと
に、それを形にするため地域に根ざす活
動を続けています。

◦Team Data
〜チームデータ〜
事務局
〒500-8748 
岐阜県岐阜市金町8-1 
フロンティア丸杉ビル
☎：058-267-0111
FAX：058-267-0126
利用体育館
笠松町民体育館　笠松中学校体育館
創部
1992年
日本リーグ成績
’17・3位、過去最高（S/J）7位（’13）
全日本実業団成績
’18・5位、過去最高・5位（’14’18）

鋼のメンタル、持ってます！
① 間瀬俊介…追い込まれても立て直せる
② 後藤圭亮…長いラリーに強い
③ 三津川剛史…試合中に表情が変わら

ない

フィジカル勝負、どんとこい
① 浦井唯行…決定力のあるスマッシュ
② 小髙拓也…キレのあるスマッシュ
③ 内藤智仁…角度のあるスマッシュ

テクニックなら負けません
① 三浦　昂…前衛での多彩なプレー
② 三津川剛史…鉄壁のプッシュレシーブ
③ 石川直樹…サービス

こんな趣味にハマッてます！
① 河崎駿輔…休日のエステ
② 大森康平…魔女の宅急便
③ 三浦　昂…穴

A’09選抜単2位、’13インカレ団体優勝
C複5勝4敗

❶8❷まじめ❸30❹ネット❻体操❽営業❾テレビ
⓫日進月歩⓬妹・美里（立教大）⓭優しい人⓮
応援よろしくお願いします

おおもり・こうへい 

4 大森 康平
91年10月2日
社会人5年目
169cm  63kg  O型  右利き
栃木県出身
富岡第一中―富岡高―日本大

将

A’07全中単8強、’10IH単8強、’14インカレ団体2
位、’17総合複8強、’18ランキングC複3位

B複6勝1敗
CS/J複3敗、日本L複18勝3敗

❶ 6 ❷ 元 気 ❸ 3 0 ❹ レ シ ー ブ ❺ メ ン タ ル ❻ Yo u 
Tube❼堀内研人❽Ｃ形鋼の販売❾ウイイレ2018
アプリ❿陸カメと散歩⓭墓穴掘っても、掘り抜
けて、突き抜けたなら俺の勝ち！⓬父・明（三
浦家）⓭宮沢麻耶⓮応援よろしくお願いします

みうら・のぼる 

2 三浦 昂
93年3月16日
社会人4年目
165cm  63kg  A型  右利き
福岡県出身
中間南中―比叡山高―法政大

A’12インカレ複8強、’13’18ランキングC複3位、’17
ランキングC混合複3位、総合複・混合複8強

B複6勝1敗
CS/J複6敗、日本L複18勝3敗

❶6❷負けず嫌い❸31❹スマッシュ❺落ち着きの
ない全力プレー❻ストレッチ❼三浦昂❽総務部
❾寝る⓫本気でやれば何でも楽しい⓭一緒にい
て楽しい人⓮落ち着いてプレーできるよう頑張
ります

うらい・ただゆき B代表

6 浦井 唯行
91年12月12日
社会人5年目
178cm  74kg  AB型  右利き
千葉県出身
西武台中―西武台千葉高―帝
京大

A’09全中複優勝
B複4勝3敗
C複6勝6敗

❶7❷人見知りしないハイテンションボーイ❸32
❺ポジティブ❻BIGBANGと乃木坂の曲を交互に
聴く❼早川賢一❽営業❾自分磨き❿社長⓫一念
通天⓬姉・綾佳（七十七銀行）⓭しっかりして
いて、英語を話せる人⓮いつもにこにこしてい
るので見つけてください！

かわさき・しゅんすけ 

10 河崎 駿輔
94年4月12日
社会人2年目
166cm  62kg  O型  右利き
滋賀県出身
日吉中―比叡山高―法政大

A’09IH複3位、’10IH単3位、’12インカレ単16強、 
’13インカレ団体優勝、’15社会人単16強、’16総
合単16強

B単5勝2敗
CS/J単1勝2敗、日本L単8勝7敗
❶10❷根は優しくてまじめないいやつ❸30❹ス
トライクショット❺鋼の肉体❻対戦相手と握手
❼大森康平❽営業❾何もしません、寝るのみ❿
エリート営業マン⓫行曇流水⓭お金の管理をち
ゃんとできる人⓮今年こそ絶対にS/Jに昇格しま
すので、応援よろしくお願いします

こたか・たくや 

0 小髙 拓也
92年12月7日
社会人4年目
187cm  72kg  B型  左利き
兵庫県出身
伊丹南中―東大阪大柏原高―
日本大

A’09全中単8強、’12IH単16強
B複4勝3敗
CS/J単1敗、日本L複6勝5敗

❶7❷マイペース❸23❹スマッシュ❺ぜい肉、横
腹❻ご飯を食べる❽営業❾練習、ご飯に行く、
寝る❿覚えていません⓫飛べない豚はただの豚
⓭群馬県出身・吉田昇・30歳独身・彼女募集中
⓮頑張ります

ごとう・けいすけ 

5 後藤 圭亮
94年7月1日
社会人6年目
160cm  78kg  AB型  右利き
岐阜県出身
笠原中―県岐阜商高

A’16西日本インカレ複2位、インカレ複16強

❶6❸26❹ネットミス❼細川宗雄❽施工管理❿シ
ンデレラの王子様⓫他力本願⓭河崎駿輔⓮俺さ
まの美技に酔いな

ないとう・ともひと 

9 内藤 智仁
94年8月23日
社会人2年目
172cm  62kg  B型  右利き
新潟県出身
越路中―北越高―近畿大

A’05IH複3位、’09インカレ複8強、総合複・混合複
16強、’13ランキングC混合複8強

CS/J複1勝10敗、日本L複24勝6敗

❶7❷まじめ❸28❹クリアー❺元気な笑顔❼栂
野尾昌志❽営業❾寝て過ごす❿ウエディングプ
ランナー⓫笑う門には福来る⓬弟・佳樹（旭工
芸）⓭話のおもしろい人⓮応援よろしくお願い
します

いしかわ・なおき 

16 石川 直樹
87年9月3日
社会人8年目
175cm  66kg  A型  右利き
東京都出身
深川第三中―西武台千葉高―
青山学院大

A’09選抜単3位、’12インカレ単複8強、’13インカレ
複3位

CS/J単1勝4敗、複3敗、日本L単3勝2敗

❶10❷マイペース❸30❹スマッシュ❽営業❾睡
眠⓬弟・亮介（東海興業）、幸之助（大同特殊
鋼）⓭一緒にいて楽しい人⓮応援よろしくお願
いします

ませ・しゅんすけ 

8 間瀬 俊介
91年6月26日
社会人5年目
174cm  77kg  B型  右利き
愛知県出身
乙川中―関東第一高―法政大

A’09全中複優勝

❶7❷マイペース❸30❹ヘアピン❻ストレッチ❽
営業❾寝る❿サッカー選手⓫努力は嘘をつかな
い

みつかわ・つよし 

12 三津川 剛史
94年4月21日
社会人2年目
177cm  70kg  B型  右利き
滋賀県出身
日吉中―比叡山高―中央大

◦Staff
〜スタッフ〜

杉山忠国
オーナー

安村達二
監督

戸﨑守雄
部長

桑坪憲史
トレーナー
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