Daido Steel Co.,LTD.

◦Team Data

ほんだ・なおと

0 本田 尚人

〜チームデータ〜

事務局
〒477-0035
愛知県東海市元浜町39番地
☎：0562-33-3123
FAX：0562-33-1501
HP：www.daido-badminton.com/
利用体育館
大同特殊鋼株式会社知多工場体育館
創部
1973年
日本リーグ成績
’17・8位、過去最高・3位（’16）

全日本実業団成績
’18・9位、過去最高・5位（’13’16’17）

〜企業PR〜

大同特殊鋼は創業100年を超える老舗
の特殊鋼専業メーカーです。
日本はもとよ
り世界トップのリーディングカンパニーと
して優れた品質の素材を産業界に提供し
ています。その範囲は自動車、航空機、船
舶、鉄道、IT機器など多岐にわたります。
これからも産業界のニーズに応えること
で社会に貢献し続けます。

◦Staff

〜スタッフ〜

下谷 武

副部長兼マネジャー

花堂将士
監督

173cm 64kg B型 右利き

175cm 67kg AB型 右利き

170cm 60kg A型 左利き

山潟中―新潟第一高―近畿大

壮瞥中―浪岡高

社会人5年目
新潟県出身

山本智美

❶7❷ドＭ❸30❹スマッシュ❺スマッシュ❼奈良
岡功大❽技術学園❾買い物、勉強❿バドミント
ンプレーヤー⓫自勝者強⓭優しい人⓮一生懸命
プレーするので、応援よろしくお願いします

❶7❷頑張り屋❸お店任せ❹ヘアピン❺配球❽生
産管理❾ゴロゴロするかショッピング❿野球選
手⓭かわいい人⓮頑張るので応援してください

新 なるとみ・ゆうた

新 なかざと・ゆうき

みよし・こうじ

95年4月29日

95年5月31日

89年5月10日

168cm 62kg O型 右利き

178cm 77kg O型 右利き

180cm 75kg A型 右利き

社会人1年目
福岡県出身

本城中―自由ケ丘高―龍谷大

栃木県出身

埼玉栄中―埼玉栄高―早稲田
大

社会人7年目
香川県出身

香川第一中―英明高―中央大
A’04全中単優勝、’07IH複3位、’11インカレ複3位
B複3勝4敗
C複17勝11敗

❶7❷まじめ❸29❹ヘアピン❺心が広い❻セット
❼本田圭佑❽事務❾読書❿消防士⓫今を楽しむ
⓭おもしろい人⓮よろしくお願いします

❶4❷陽気で負けず嫌い❸34❹スマッシュ❺気持
ちで戦うプレー❻音楽を聴いて精神統一❼イチ
ロー❽生産管理❾トレーニング＆ドライブ❿バ
ドミントン選手⓫臥薪嘗胆⓬兄・好貴（南那須精
工）⓭笑顔がかわいくて優しい人⓮常に全力、
気持ちで戦うので、応援よろしくお願いします！

❶10❷気分屋❸32❹レシーブ❺無理をしない❼
吉川大助❽経理❾家族サービス❿サッカー選手
⓫強くなれ！⓭妻、長女、長男⓮パワフルなプ
レーをご覧くだされ！

9 間瀬 幸之助

98年2月24日
社会人2年目

きたばやし・しゅん

10 北林 峻
90年9月17日
社会人6年目

170cm 63kg B型 右利き
埼玉県出身

武里中―埼玉栄高―金沢学院
大

A東海総合少年男子単優勝

A’08IH複3位、
’12西日本インカレ複優勝、
インカレ複
8強
B複4敗
C複7勝17敗

❶12❷活動的❸30❹クロスカット❺すべての球
に食らいつく❻ランニング❼リー・チョンウェ
イ❽製造❾自転車で町を走り回る❿兄貴を超え
る⓫絶対にあきらめない⓬兄・俊介（丸杉）、亮
介（東海興業）⓭一緒にいておもしろおかしく
過ごせる人⓮一生懸命頑張ります

❶7❷まじめ、努力家❹浮くサービス❺気合❼
下谷副部長❽築炉❾熟睡❿バドミントン選手⓬
弟・悠（JTEKT）⓭妻、長男⓮優勝めざして頑
張ります

社会人5年目

168cm 63kg O型 右利き
埼玉県出身

① 本田尚人…口説きのテクニシャン
② 三好耕二…育児のテクニシャン
③ 近藤拓未…サボりのテクニシャン

社会人1年目

6 三好 耕二

A’09全中団体優勝・複2位、’13選抜団体優勝、IH
複3位、’17インカレ団体優勝・複2位
B複3敗
C複3敗

92年3月7日

テクニックなら負けません

5 中里 裕貴

A’16インカレ団体2位、’17インカレ単8強

まつまる・ひろき

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

佐和田中―埼玉栄高―中央大

❶7❷まじめ❹スマッシュ❺ずっと飛べます❼ジ
ャッキー・チェン❽補修職❾映画鑑賞❿金持ち
⓫有言実行⓭よくしゃべる人⓮大同特殊鋼をよ
ろしくお願いします

15 松丸 大輝

凡例（数字は背番号）

新潟県出身

A’14インカレ団体優勝
B単3敗
C単3敗

乙川中―岡崎城西高

トレーナー

北海道出身

社会人3年目

A‘11全小6年生以下複2位、’14全中複8強、’17IH
団体2位

愛知県出身

小川 優

社会人1年目

A’14社会人複8強
B複2勝5敗
C複4勝9敗

173cm 61kg A型 右利き

ヘッドコーチ

3 近藤 拓未

93年8月7日

久喜東中―小松原高―帝京大

将 やまがた・しょうご

16 山形 章悟
91年11月29日
社会人5年目

169cm 63kg B型 右利き
大阪府出身

美木多中―東大阪大柏原高―
龍谷大

A’13ランキングC複3位、インカレ複3位
B複4敗
C複5勝13敗

A’13西日本インカレ単優勝
B単2勝2敗
C単4勝8敗

❶7❷普通❸30❹スマッシュ❺頑張るところ❼恩
師の方々のおかげ❽健康診断❾外へ出る⓬兄・
一輝（元NTT東日本）⓮今年こそ優勝します

❶11❷面倒くさがり❸33❹カットスマッシュ❺
最後まであきらめない❼古財和輝❽金属熱処理
❾映画鑑賞、筋トレ❿親の仕事を継ぐこと⓫継
続は力なり⓭明るい子⓮応援よろしくお願いし
ます

フィジカル勝負、
どんとこい

鋼のメンタル、持ってます！

① 石塚巧馬…何があろうとブレマセン
① 松丸大輝･…何も感じません
② 山形章悟…3分でつります
② 中里裕貴…自信しかありません
③ 北林 峻…フィジカルは強いが、
サービス ③ 成富勇太…すぐ野宿します
は浮きます

かみや・かずゆき

12 神谷 一志
93年4月23日
社会人7年目

167cm 62kg B型 右利き
愛知県出身

名経大市邨中―名経大市邨
高

S/JリーグⅡ 男子

部長

こんどう・たくみ

99年6月16日

ませ・こうのすけ

川西邦仁

2 宮本 章吾

92年12月9日

4 成富 勇太

◦Corporate PR

新 みやもと・しょうご

選手紹介

Player Directory

大同特殊鋼

❶8❷優しい❸30❹ヘアピン❺ねばり❻ストレッ
チ❽金型加工❾買い物❿教師⓭妻(23)⓮応援よろ
しくお願いします

いしづか・たくま

17 石塚 巧馬
95年7月22日
社会人5年目

170cm 65kg O型 右利き
愛知県出身

名経大市邨中―名経大市邨
高

❶10❷お人好し❺スマッシュ❻ガツガツ攻める
プレー❽生産❾友人と遊ぶ❿消防士⓬弟・凌大
（名経大市邨）⓭本田翼⓮応援よろしくお願い
いたします

こんな趣味にハマッてます！
① 成富勇太…野宿
② 近藤拓未…虫集め
③ 松丸大輝…人の体を見ること

77

