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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

1 代表者 藤沢 茂夫 管理者 山中 敬 監督 山口 敏文

＜連絡先＞ 〒 503-2107 ＜連絡先＞ 〒 503-0032 新スタートコーチ 堀健 一朗 10S00669

登録番号 2402001 不破郡垂井町岩手637－2 大垣市熊野町1144 安推受講者 2人 2人個人登録済み

ＩＤ番号 410347970 ＜電　話＞ 自宅 0584225425 ＜電　話＞ 自宅 0584916865 主将 藤原 基輝

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ ＜メール＞ t-yam@gc5.so-net.ne.jp 主務 山中敬

2 代表者 山際 靖博 管理者 山際 靖博 監督 松﨑 成生

＜連絡先＞ 〒 504-0845 ＜連絡先＞ 〒 504-0845 強化コーチ 松崎 成生 312C0006599

登録番号 2402002 岐阜県各務原市蘇原申子町１－２１－２５ 岐阜県各務原市蘇原申子町１－２１－２５ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410151358 ＜電　話＞ 自宅 0583712381 ＜電　話＞ 自宅 0583712381 主将  

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ yasuhiro_yamagiwa@dnc.co.jp ＜メール＞ yasuhiro_yamagiwa@dnc.co.jp 主務 山際靖博

3 代表者 田中 巧 管理者 炭竈 宏光 監督 早川 英樹

＜連絡先＞ 〒 501-3937 ＜連絡先＞ 〒 501-3911 新スタートコーチ 炭竈 宏光 08S00433

登録番号 2402003 岐阜県関市前山町３－５ 岐阜県関市肥田瀬１２４３－１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410191114 ＜電　話＞ 自宅 0575246562 ＜電　話＞ 携帯 09073097887 主将 炭竈 克斗

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ ＜メール＞ hiromitsu.sumikama@nichinetsu.net 主務 高井真弓

4 代表者 酒井 和康 管理者 高野 修 監督 酒井 和康

＜連絡先＞ 〒 505-0021 ＜連絡先＞ 〒 507-0071 育成コーチ 林 雄治 311C0134221

登録番号 2402004 岐阜県美濃加茂市森山町５－１５－９ 岐阜県多治見市旭ケ丘７－１６－６ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410208494 ＜電　話＞ 自宅 0574257431 ＜電　話＞ 自宅 0572515044 主将 小原 慶祐

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ drumer_rinta@yahoo.co.jp ＜メール＞ white371@eagle.ocn.ne.jp 主務 林雄治

5 代表者 村上 栄司 管理者 岩田 徳太郎 監督 村上 栄司

＜連絡先＞ 〒 501-0422 ＜連絡先＞ 〒 501-6236 新スタートコーチ 岩田 徳太郎 10S00670

登録番号 2402005 岐阜県本巣郡北方町芝原中町４－７－１ 岐阜県羽島市江吉良町1011-1 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410004417 ＜電　話＞ 自宅 0583239147 ＜電　話＞ 自宅 0583930555 主将  

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ ＜メール＞ info@gifu-rugby-school.com 主務 岩田徳太郎

6 代表者 浅野 恵一 管理者 浅野 恵一 監督 浅野 恵一

＜連絡先＞ 〒 501-3829 ＜連絡先＞ 〒 501-3829 新スタートコーチ 浅野 恵一 08S00436

登録番号 2402006 岐阜県関市旭ケ丘２－３－１関市立旭ヶ丘中学校 岐阜県関市旭ケ丘２－３－１関市立旭ヶ丘中学校 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410000734 ＜電　話＞ 勤務先 0575225351 ＜電　話＞ 勤務先 0575225351 主将  

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ c40702@mx.gifu-net.ed.jp ＜メール＞ c40702@mx.gifu-net.ed.jp 主務

岐阜ラグビースクール

120

関中学生ラグビースクール

6

関ラグビースクール

59

可茂ラグビースクール

17

大垣市ラグビーフットボール少年団

42

各務原ラグビースクール

104
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

7 代表者 松野 幸一 管理者 松野 幸一 監督 松野 幸一

＜連絡先＞ 〒 501-3246 ＜連絡先＞ 〒 501-3246 新スタートコーチ 松野 幸一 05S01608

登録番号 2403001 岐阜県関市緑ケ丘２丁目１番１０号関市立緑ヶ丘中学校岐阜県関市緑ケ丘２丁目１番１０号関市立緑ヶ丘中学校安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410163696 ＜電　話＞ 勤務先 0575225005 ＜電　話＞ 勤務先 0575225005 主将 山田 有摩

所属区分 　 (中学校) ＜メール＞ midori-jh@edu.city.seki.gifu.jp ＜メール＞ midori-jh@edu.city.seki.gifu.jp 主務 稲泉海

8 代表者 新家 哲郎 管理者 新家 哲郎 監督 新家 哲郎

＜連絡先＞ 〒 501-3931 ＜連絡先＞ 〒 501-3931 新スタートコーチ 新家 哲郎 05S01609

登録番号 2403002 岐阜県関市桜台3丁目13番1号関市立桜ケ丘中学校 岐阜県関市桜台3丁目13番1号関市立桜ケ丘中学校 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410176558 ＜電　話＞ 勤務先 0575246071 ＜電　話＞ 勤務先 0575246071 主将 田口 稔仁

所属区分 　 (中学校) ＜メール＞ sakura-jh@edu.city.seki.gifu.jp ＜メール＞ sakura-jh@edu.city.seki.gifu.jp 主務 宮本智志

関市立緑ヶ丘中学校

12

関市立桜ケ丘中学校

20
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

9 代表者 木田 敏行 管理者 木田 敏行 監督 木田 敏行

＜連絡先＞ 〒 501-0407 ＜連絡先＞ 〒 501-0407 強化コーチ 木田 敏行 312C0099996

登録番号 2404001 岐阜県本巣市仏生寺８８４－７岐阜第一高等学校内 岐阜県本巣市仏生寺８８４－７ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410143911 ＜電　話＞ 勤務先 0583242161 ＜電　話＞ 勤務先 0583242161 主将 三浦 康司

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ kida201@ccn5.aitai.ne.jp ＜メール＞ kidarugby@yahoo.co.jp 主務 河村繁郎

10 代表者 矢崎 誠 管理者 矢崎 誠 監督 矢崎 誠

＜連絡先＞ 〒 505-0027 ＜連絡先＞ 〒 505-0027 強化コーチ 矢崎 誠 312C0096288

登録番号 2404002 岐阜県美濃加茂市本郷町２－６－７８ 岐阜県美濃加茂市本郷町２－６－７８ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410100115 ＜電　話＞ 勤務先 0574252133 ＜電　話＞ 勤務先 0574252133 主将 島森 大智

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ p88983@gifu-net.ed.jp 主務

11 代表者 藤井 健司 管理者 藤井 健司 監督 藤井 健司

＜連絡先＞ 〒 501-0407 ＜連絡先＞ 〒 501-0407 新スタートコーチ 辻 光穂 09S02728

登録番号 2404003 岐阜県本巣市仏生寺８５９－１ 岐阜県本巣市仏生寺８５９－１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410111185 ＜電　話＞ 勤務先 0583241201 ＜電　話＞ 勤務先 0583241201 主将 佐藤 圭悟

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ p26709@gifu-net.ed.jp 主務 石田卓也

12 代表者 堀内 雅彦 管理者 堀内 雅彦 監督 堀内 雅彦

＜連絡先＞ 〒 501-3903 ＜連絡先＞ 〒 501-3903 新スタートコーチ 堀内 雅彦 10S00662

登録番号 2404004 岐阜県関市桜ケ丘２－１－１ 岐阜県関市桜ケ丘２－１－１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410088489 ＜電　話＞ 勤務先 0575225688 ＜電　話＞ 勤務先 0575225688 主将 武井 陽太郎

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p26066@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p26066@gifu-net.ed.jp 主務 堀内雅彦

13 代表者 棚橋 毅 管理者 渡邉 完 監督 棚橋 毅

＜連絡先＞ 〒 500-8389 ＜連絡先＞ 〒 500-8389 強化コーチ 棚橋 毅 312C0078897

登録番号 2404005 岐阜市本荘３４５６－１９岐南工業高等学校内 岐阜県岐阜市本荘３４５６－１９岐南工業高等学校内 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410138263 ＜電　話＞ 勤務先 0582713151 ＜電　話＞ 勤務先 0582713151 主将 仲浦 治慶

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p22196@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p48687@gifu-net.ed.jp 主務 清水優樹

14 代表者 福島 良輔 管理者 福島 良輔 監督 福島 良輔

＜連絡先＞ 〒 500-8263 ＜連絡先＞ 〒 500-8263 強化コーチ 福島 良輔 312C0197937

登録番号 2404006 岐阜市茜部新所３－５－４ 岐阜市茜部新所３－５－４ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410082626 ＜電　話＞ 勤務先 0574621185 ＜電　話＞ 勤務先 0574621185 主将 中垣 勇樹

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ryo.fuku@c.vodafone.ne.jp ＜メール＞ lucky_famfam@yahoo.co.jp 主務 星沢真人

15 代表者 徳重 正 管理者 徳重 正 監督 徳重 正

＜連絡先＞ 〒 501-6083 ＜連絡先＞ 〒 501-6083 強化コーチ 徳重 正 312C0177987

登録番号 2404007 岐阜県羽島郡笠松町常盤町１７００岐阜県立岐阜工業高等学校岐阜県羽島郡笠松町常盤町１７００岐阜県立岐阜工業高等学校安推受講者 3人 3人個人登録済み

ＩＤ番号 410144329 ＜電　話＞ 勤務先 0583874141 ＜電　話＞ 勤務先 0583874141 主将 吉村 太志

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ttoku98@yahoo.co.jp ＜メール＞ ttoku98@yahoo.co.jp 主務

16 代表者 戸田 京介 管理者 戸田 京介 監督 戸田 京介

＜連絡先＞ 〒 503-8520 ＜連絡先＞ 〒 503-8520 新スタートコーチ 戸田 京介 10S00679

登録番号 2404008 大垣市中曽根町大畔１４７－１岐阜県立大垣西高等学校大垣市中曽根町大畔１４７－１岐阜県立大垣西高等学校安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410179868 ＜電　話＞ 勤務先 0584915611 ＜電　話＞ 勤務先 0584915611 主将 高木 雄一朗

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p32204@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p32204@gifu-net.ed.jp 主務 戸田京介

県立岐阜工業高等学校

38

大垣西高校

14

岐南工業高等学校ラグビー部

53

県立可児工業高等学校ラグビー部

24

県立本巣松陽高校

28

県立関高校

10

岐阜第一高等学校

23

県立加茂高校

26
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

17 代表者 今井 好則 管理者 浅野 伸保 監督 井川 茂雄

＜連絡先＞ 〒 501-3938 ＜連絡先＞ 〒 501-3938 強化コーチ 今井 好則 312A0065659

登録番号 2404009 岐阜県関市桐ヶ丘一丁目１番地 岐阜県関市桐ヶ丘一丁目１番地 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410267135 ＜電　話＞ 勤務先 0575224221 ＜電　話＞ 勤務先 0575224221 主将 山田 燎摩

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ nobby.712@gmail.com 主務

18 代表者 佐藤 剛史 管理者 佐藤 剛史 監督 佐藤 剛史

＜連絡先＞ 〒 500-8288 ＜連絡先＞ 〒 500-8288 新スタートコーチ 佐藤 剛史 05S01531

登録番号 2404010 岐阜県岐阜市中鶉1-50岐阜聖徳学園高等学校 岐阜県岐阜市中鶉1-50岐阜聖徳学園高等学校 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410210258 ＜電　話＞ 携帯 09010945124 ＜電　話＞ 携帯 09010945124 主将 西村 修平

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ s310t244@gmail.com ＜メール＞ s310t244@gmail.com 主務

19 代表者 河合 洋志 管理者 河合 洋志 監督 河合 洋志

＜連絡先＞ 〒 505-0808 ＜連絡先＞ 〒 505-0808 新スタートコーチ 山口 敏文 09S02729

登録番号 2404011 岐阜県大垣市三塚町２００－２三塚第3教職員アパート401号室岐阜県大垣市三塚町２００－２三塚第3教職員アパート401号室安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410222651 ＜電　話＞ 携帯 09065765501 ＜電　話＞ 携帯 09065765501 主将 古田 光輝

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ hiroshi_k@msj.biglobe.ne.jp ＜メール＞ hiroshi_k@msj.biglobe.ne.jp 主務 河合洋志

20 代表者 吉田 英生 管理者 吉田 英生 監督 吉田 英生

＜連絡先＞ 〒 500-8021 ＜連絡先＞ 〒 500-8021 強化コーチ 吉田 英生 312C0205059

登録番号 2404012 岐阜県岐阜市上茶屋町２０ 岐阜県岐阜市上茶屋町２０ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410224999 ＜電　話＞ 自宅 0582638868 ＜電　話＞ 自宅 0582638868 主将 安田 昇平

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p39744@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p39744@gifu-net.ed.jp 主務 立岩武尊

21 代表者 木村 健児 管理者 小山 唱代 監督 小山 唱代

＜連絡先＞ 〒 500-8765 ＜連絡先＞ 〒 500-8765 新スタートコーチ 大嶋 昭三 05S01612

登録番号 2404013 岐阜県岐阜市野一色４丁目１７番１号 岐阜市野一色４丁目１７番１号 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410171671 ＜電　話＞ 勤務先 0582482556 ＜電　話＞ 勤務先 0582482556 主将 北村 健人

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ koyama001c@tomita.ac.jp 主務

22 代表者 鹿野 孝紀 管理者 鹿野 孝紀 監督  

＜連絡先＞ 〒 500-8889 ＜連絡先＞ 〒 500-8889 新スタートコーチ 大嶋 昭三 05S01612

登録番号 2404014 岐阜県岐阜市大縄場３－１ 岐阜県岐阜市大縄場３－１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410367359 ＜電　話＞ 勤務先 0582511234 ＜電　話＞ 勤務先 0582511234 主将  

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ p83906@gifu-net.ed.jp 主務

岐阜東高等学校

3

岐阜高等学校

9

岐阜県立大垣工業高等学校

2

岐阜県立各務原高校

39

関市立関商工高等学校ラグビー部

42

岐阜聖徳学園高等学校

28
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

23 代表者 清水 隆宏 管理者 清水 隆宏 監督 清水 隆宏

＜連絡先＞ 〒 501-0495 ＜連絡先＞ 〒 501-0495 新スタートコーチ 唐井 時男 05S01617

登録番号 2405001 岐阜県本巣市上真桑２２３６－２岐阜高専建築学科 岐阜県本巣市上真桑２２３６－２岐阜高専建築学科 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410083679 ＜電　話＞ 勤務先 0583201418 ＜電　話＞ 勤務先 0583201418 主将 福地 雄大

所属区分 　 (高専) ＜メール＞ t-shimizu@gifu-nct.ac.jp ＜メール＞ t-shimizu@gifu-nct.ac.jp 主務 清水隆宏

24 代表者 藤原 周 管理者 北村 浩士 監督 吉川 充

＜連絡先＞ 〒 501-0296 ＜連絡先＞ 〒 501-0296 強化コーチ 吉川 充 312C0130740

登録番号 2406001 岐阜県瑞穂市穂積1851 岐阜県瑞穂市穂積1851朝日大学  学生支援課 安推受講者 2人 2人個人登録済み

ＩＤ番号 410034517 ＜電　話＞ 勤務先 0583291088 ＜電　話＞ 携帯 08042140311 主将 石原 裕介

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ rugby@alice.asahi-u.ac.jp ＜メール＞ l103062@std.asahi-u.ac.jp 主務 倭裕介

25 代表者 今井 太良 管理者 今井 太良 監督 松岡 敏男

＜連絡先＞ 〒 491-0136 ＜連絡先＞ 〒 491-0136 新スタートコーチ 森本 健太 08S00424

登録番号 2406002 愛知県一宮市杉山３７１番地 愛知県一宮市杉山３７１番地 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410183403 ＜電　話＞ 携帯 09012380698 ＜電　話＞ 携帯 09012380698 主将 清田 顕久

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ ＜メール＞ gcrugby@edu.gifu-u.ac.jp 主務 植田啓介

26 代表者 後藤 祐樹 管理者 後藤 祐樹 監督 松岡 敏男

＜連絡先＞ 〒 502-0822 ＜連絡先＞ 〒 502-0822 新スタートコーチ 金城 友紘 10S00677

登録番号 2406003 岐阜県岐阜市福田町２－２６ 岐阜県岐阜市福田町２－２６ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410161612 ＜電　話＞ 携帯 09073023115 ＜電　話＞ 携帯 09073023115 主将 中林 雄大

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ ikuy.otog-1130.0991@docomo.ne.jp ＜メール＞ gmrfc_2010@yahoo.co.jp 主務 後藤祐樹

27 代表者 都尾 元宣 管理者 田中 隆之 監督  

＜連絡先＞ 〒 501-0296 ＜連絡先＞ 〒 501-0223 新スタートコーチ 都尾 元宣 08S00417

登録番号 2406004 岐阜県瑞穂市穂積1851朝日大学歯学部歯科補綴学分野　都尾元宣気付岐阜県瑞穂市穂積705シェイーネマツノ　南302 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410168304 ＜電　話＞ 勤務先 0583291456 ＜電　話＞ 携帯 08056219661 主将  

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ ＜メール＞ takayukit9@gmail.com 主務

朝日大学歯学部ラグビー部

25

岐阜大学ラグビー部

19

岐阜大学医学部ラグビー部

42

岐阜工業高等専門学校ラグビーフットボール部

34

朝日大学体育会ラグビー部

94
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

28 代表者 後藤 毅 管理者 後藤 毅 監督 西村 弥

＜連絡先＞ 〒 501-3763 ＜連絡先＞ 〒 501-3763 強化コーチ 後藤 毅 312C0078896

登録番号 2411001 岐阜県美濃市極楽寺７６８－１ 岐阜県美濃市極楽寺７６８－１ 安推受講者 3人 3人個人登録済み

ＩＤ番号 410000418 ＜電　話＞ 携帯 09016280566 ＜電　話＞ 携帯 09016280566 主将 吉田 邦紘

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ take@gts-service.co.jp ＜メール＞ take@gts-service.co.jp 主務 白鳥英幸

29 代表者 大野 真司 管理者 大野 真司 監督 尾関 良二

＜連絡先＞ 〒 500-8257 ＜連絡先＞ 〒 500-8257 育成コーチ 尾関 良二 311C0134225

登録番号 2411003 岐阜県岐阜市東川手4-18アンレール201 岐阜県岐阜市東川手８－１４アンレール２０１ 安推受講者 2人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410082368 ＜電　話＞ 携帯 09047887737 ＜電　話＞ 携帯 09047887737 主将 大野 真司

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ ono_1120@yahoo.co.jp 主務

30 代表者 阪田 光邦 管理者 阪田 光邦 監督 伊藤 英雄

＜連絡先＞ 〒 501-0223 ＜連絡先＞ 〒 501-0223 育成コーチ 阪田 光邦 311C0134229

登録番号 2411004 岐阜県瑞穂市穂積１９５１－６ 岐阜県瑞穂市穂積１９５１－６ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410191907 ＜電　話＞ 自宅 0582138075 ＜電　話＞ 自宅 0582138075 主将 三輪 真也

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ mitsukuni1969@yahoo.co.jp ＜メール＞ mitsukuni1969@yahoo.co.jp 主務 阪田光邦

31 代表者 藤井 博美 管理者 石川 勝志 監督 藤井 博美

＜連絡先＞ 〒 492-8448 ＜連絡先＞ 〒 504-0861 新スタートコーチ 石川 勝志 08S00440

登録番号 2411005 愛知県稲沢市北麻績町４５ 岐阜県各務原市東山４－９８ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410189419 ＜電　話＞ 自宅 0587365087 ＜電　話＞ 携帯 09032518862 主将 岡島 達矢

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ avanceauto@nifty.com 主務

32 代表者 大嶋 昭三 管理者 山口 敏文 監督 石神 和晴

＜連絡先＞ 〒 501-6115 ＜連絡先＞ 〒 501-0234 強化コーチ 松崎 成生 312C0006599

登録番号 2411006 岐阜県岐阜市柳津町丸野4－125 岐阜県瑞穂市牛牧1106-1 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410151577 ＜電　話＞ 自宅 0583876891 ＜電　話＞ 自宅 0583276998 主将 垣下 秀史

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ohsho-1128@utopia.ocn.ne.jp ＜メール＞ g.ofrfc@chic.ocn.ne.jp 主務 山口敏文

33 代表者 山田 克郎 管理者 徳永 豊 監督 山田 克郎

＜連絡先＞ 〒 501-2601 ＜連絡先＞ 〒 505-0307 強化コーチ 長沼 洋二 312C0205579

登録番号 2411007 岐阜県関市武芸川町谷口１４７３－１ 岐阜県加茂郡八百津町野上２８１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410219024 ＜電　話＞ 携帯 09016201421 ＜電　話＞ 自宅 0574505143 主将 山田 克郎

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ yamachan.go-go-go@docomo.ne.jp ＜メール＞ y.toku109@me.ccnw.ne.jp 主務 徳永豊

34 代表者 梶田 和彦 管理者 梶田 和彦 監督 梶田 和彦

＜連絡先＞ 〒 501-3924 ＜連絡先＞ 〒 501-3924 育成コーチ 梶田 和彦 311C0078964

登録番号 2411008 岐阜県関市迫間１５７７岐阜県関市迫間１５７７ 岐阜県関市迫間１５７７岐阜県関市迫間１５７７ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410227069 ＜電　話＞ 勤務先 0575242521 ＜電　話＞ 勤務先 0575242521 主将 山田 卓摩

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ kajita@cna.ac.jp 主務 足立昌史

美濃加茂ブルータスKYB

19

中日本航空専門学校　ラグビー部

19

R.F.C.メイプル

31

岐阜惑惑クラブ

47

岐阜自衛隊クラブ

18

大垣ラグビークラブ

16

ぎふ清流ラガーズ

46
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平成２４年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録内容 2012/11/1 現在

通番 チーム名 チーム情報 役職 名前 登録番号 登録人数

35 代表者 久保 貴義 管理者 牧村 隆広 監督 中村 正史

＜連絡先＞ 〒 502-0842 ＜連絡先＞ 〒 501-0513 新スタートコーチ 中村 正史 05S01567

登録番号 2411009 岐阜県岐阜市早田２－２３ 岐阜県揖斐郡大野町大野１１５４－１ 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410130874 ＜電　話＞ 自宅 0582947797 ＜電　話＞ 携帯 09031521712 主将 市橋 翔

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ mkmr-aiua@hotmail.co.jp 主務 牧村隆広

36 代表者 今村 文隆 管理者 今村 文隆 監督 若尾 尚宏

＜連絡先＞ 〒 501-0461 ＜連絡先＞ 〒 500-8501 育成コーチ 今村 文隆 311C0134216

登録番号 2411011 岐阜県本巣市上真桑２２５８－１ 岐阜市薮田南２－１－１岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410230409 ＜電　話＞ 勤務先 0582712424 ＜電　話＞ 携帯 0582712424 主将 長尾 豪太

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ imamura-gprfc621@ams.odn.ne.jp ＜メール＞ imamura-gprfc621@ams.odn.ne.jp 主務 東芳正

37 代表者 河田 康皓 管理者 河田 康皓 監督 梅村 翔平

＜連絡先＞ 〒 453-0849 ＜連絡先＞ 〒 453-0849 新スタートコーチ 梅村 翔平 11S00796

登録番号 2411012 愛知県名古屋市中村区稲西町183番地コープ野村稲西210号愛知県名古屋市中村区稲西町183番地コープ野村稲西210号安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410208791 ＜電　話＞ 携帯 09035626138 ＜電　話＞ 携帯 09035626138 主将 海島 裕太郎

所属区分 　 (学生クラブ) ＜メール＞ kawada_yasuhiro@mac.com ＜メール＞ kawada_yasuhiro@mac.com 主務 河田康皓

38 代表者 上野 秀樹 管理者 上野 秀樹 監督 鈴木 晶貴

＜連絡先＞ 〒 501-3914 ＜連絡先＞ 〒 501-3914 育成コーチ 田中 巧 311C0078965

登録番号 2411013 岐阜県関市鋳物師屋208－4 岐阜県関市鋳物師屋208－4 安推受講者 1人 1人個人登録済み

ＩＤ番号 410312679 ＜電　話＞ 携帯 09086773891 ＜電　話＞ 携帯 09086773891 主将 木村 康弘

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ h_ueno@sakurai-gs.co.jp ＜メール＞ h_ueno@sakurai-gs.co.jp 主務 上野秀樹

クラブエスタシオン岐阜

18

関コスモスクラブ

3

岐阜クラブ

25

岐阜県警察侍

42


