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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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 山中 敬 管理者 山中 敬 監督 三輪 真也

＜連絡先＞ 〒 503-0032 ＜連絡先＞ 〒 503-0032 スタートコーチ 山口 敏文 09S02729

登録番号 2402001 岐阜県大垣市熊野町1144 大垣市熊野町1144 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410347970 ＜電　話＞ 自宅 0584916865 ＜電　話＞ 自宅 0584916865 主将 栗田 武蔵

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

＜連絡先＞ 〒 504-0845 ＜連絡先＞ 〒 504-0845 スタートコーチ 山際 靖博 08S00431

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 0

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 炭竈 宏光 管理者 炭竈 宏光 監督 山口 卓也

＜連絡先＞ 〒 501-3911 ＜連絡先＞ 〒 501-3911 B級コーチ 炭竈 宏光 08S00433

登録番号 2402003 岐阜県関市肥田瀬１２４３－１ 岐阜県関市肥田瀬１２４３－１ 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410191114 ＜電　話＞ 自宅 0575248898 ＜電　話＞ 携帯 09073097887 主将 富田 龍生

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ ＜メール＞ hiromitsu.sumikama@nichinetsu.net 主務 若林亮浩

4 代表者 酒井 和康 管理者 林 雄治 監督 酒井 和康

＜連絡先＞ 〒 505-0021 ＜連絡先＞ 〒 505-0003 B級コーチ 林 雄治 311C0134221

登録番号 2402004 岐阜県美濃加茂市森山町５－１５－９ 岐阜県美濃加茂市山之上町371WHITE BEAR内 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410208494 ＜電　話＞ 自宅 0574257431 ＜電　話＞ 携帯 0574271528 主将 竹薮 春希

所属区分 　 (ラグビースクール) ＜メール＞ kamo-rugby@wing.ocn.ne.jp ＜メール＞ kamo-rugby@wing.ocn.ne.jp 主務 林雄治

5 代表者 村上 栄司 管理者 松久 成享 監督 高橋 直樹

＜連絡先＞ 〒 501-0422 ＜連絡先＞ 〒 500-8316 氏家 隆 0403683

登録番号 2402005 岐阜県本巣郡北方町芝原中町４－７－１ 岐阜県岐阜市島田中町３１ 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410004417 ＜電　話＞ 自宅 0583239147 ＜電　話＞ 自宅 0582537008 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 松久成享

大垣市ラグビーフットボール少年団

36

各務原ラグビースクール

81

関ラグビースクール

86

可茂ラグビースクール

32

岐阜ラグビースクール

80
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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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

6 代表者 浅野 恵一 管理者 浅野 恵一 監督 浅野 恵一

＜連絡先＞ 〒 501-3246 ＜連絡先＞ 〒 501-3246 スタートコーチ 浅野 恵一 16S00704

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 0

ＩＤ番号 410163696 ＜電　話＞ 勤務先 0575225005 ＜電　話＞ 勤務先 0575225005 主将 児山 太一

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 中嶋将希

7 代表者 松野 幸一 管理者 松野 幸一 監督 松野 幸一

＜連絡先＞ 〒 501-3931 ＜連絡先＞ 〒 501-3931 スタートコーチ 松野 幸一 17S00779

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 0

ＩＤ番号 410176558 ＜電　話＞ 勤務先 0575246071 ＜電　話＞ 勤務先 0575246071 主将 清水 悠希

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 横山慎哉

8 代表者 岸野 幹根 管理者 岸野 幹根 監督 岸野 幹根

＜連絡先＞ 〒 501-3829 ＜連絡先＞ 〒 501-3829 スタートコーチ 岸野 幹根 17S00784

登録番号 2403003 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 0

ＩＤ番号 410398522 ＜電　話＞ 勤務先 0575225351 ＜電　話＞ 勤務先 0575225351 主将 炭竈 柚斗

所属区分 　 (中学校) ＜メール＞ ＜メール＞ asahi-jh@edu.city.seki.gifu.jp 主務 三浦駿

関市立緑ヶ丘中学校

15

関市立桜ケ丘中学校

7

関市立旭ヶ丘中学校

13
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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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 A級コーチ 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 0

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

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ kidarugby@yahoo.co.jp ＜メール＞ kidarugby@yahoo.co.jp 主務 白木琢三

10 代表者 平野 弘 管理者 平野 弘 監督 矢崎 誠

＜連絡先＞ 〒 505-0027 ＜連絡先＞ 〒 505-0027 スタートコーチ 高木 健太郎 18S00823

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 2人 0

ＩＤ番号 410100115 ＜電　話＞ 勤務先 0574252133 ＜電　話＞ 勤務先 0574252133 主将 安藤 俊祐

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p98067@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p98067@gifu-net.ed.jp 主務

11 代表者 西尾 侑一 管理者 西尾 侑一 監督 藤井 健司

＜連絡先＞ 〒 501-0407 ＜連絡先＞ 〒 501-0407 A級コーチ 木田 敏行 312C0099996

登録番号 2404003 岐阜県本巣市仏生寺８５９番地１ 岐阜県本巣市仏生寺８５９番地１ 安推受講者 1人 0

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

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ p57092@gifu-net.ed.jp 主務

12 代表者 安中 裕勝 管理者 安中 裕勝 監督 安中 裕勝

＜連絡先＞ 〒 501-3903 ＜連絡先＞ 〒 501-3903 スタートコーチ 高木 健太郎 18S00823

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 0

ＩＤ番号 410088489 ＜電　話＞ 勤務先 0575225688 ＜電　話＞ 勤務先 0575225688 主将 西口 侑希

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p41720@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p41720@gifu-net.ed.jp 主務 安中裕勝

13 代表者 吉田 英生 管理者 田口 宗右都 監督 吉田 英生

＜連絡先＞ 〒 500-8389 ＜連絡先＞ 〒 500-8389 スタートコーチ 田口 宗右都 16S00686

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 0

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

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p39744@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p54644@gifu-net.ed.jp 主務

岐阜第一高等学校

8

県立加茂高校

5

岐阜県立本巣松陽高等学校

12

県立関高校

3

岐南工業高等学校ラグビー部

34
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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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

14 代表者 小野木 隆 管理者 小野木 隆 監督 小野木 隆

＜連絡先＞ 〒 500-8224 ＜連絡先＞ 〒 509-0202 A級コーチ 小野木 隆 312C0179223

登録番号 2404006 岐阜県岐阜市高田３－８－５ 岐阜県可児市中恵土２３５８－１岐阜県立可児工業高等学校 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410082626 ＜電　話＞ 勤務先 0574621185 ＜電　話＞ 勤務先 0574621185 主将 和田 一真

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p37461@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p37461@gifu-net.ed.jp 主務 伊藤鴻介

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 A級コーチ 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 1人 0

ＩＤ番号 410144329 ＜電　話＞ 勤務先 0583874141 ＜電　話＞ 勤務先 0583874141 主将 廣井 潤

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ p40415@gifu-net.ed.jp ＜メール＞ p40415@gifu-net.ed.jp 主務

16 代表者 井川 茂雄 管理者 浅野 伸保 監督 井川 茂雄

＜連絡先＞ 〒 501-3938 ＜連絡先＞ 〒 501-3938 A級コーチ 井川 茂雄 312C0189213

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 0

ＩＤ番号 410267135 ＜電　話＞ 勤務先 0575224221 ＜電　話＞ 勤務先 0575224221 主将 波多野 欄丸

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

17 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 スタートコーチ 佐藤 剛史 16S00684

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 0

ＩＤ番号 410210258 ＜電　話＞ 勤務先 0582715451 ＜電　話＞ 勤務先 0582715451 主将 廣瀬 遥己

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

18 代表者 大藪 弘佑 管理者 大藪 弘佑 監督 大藪 弘佑

＜連絡先＞ 〒 500-8234 ＜連絡先＞ 〒 500-8234 スタートコーチ 大藪 弘佑 17S00786

登録番号 2404012 岐阜県岐阜市芋島1-14-7 岐阜県岐阜市芋島1-14-7 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410224999 ＜電　話＞ 携帯 09099192035 ＜電　話＞ 携帯 09099192035 主将  

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ oyabu1677@gmail.com ＜メール＞ oyabu1677@gmail.com 主務

岐阜県立可児工業高等学校ラグビー部

27

県立岐阜工業高等学校

37

関市立関商工高等学校ラグビー部

50

岐阜聖徳学園高等学校

28

岐阜県立各務原高校

33
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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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

19 代表者 森島 啓次郎 管理者 森島 啓次郎 監督 森島 啓次郎

＜連絡先＞ 〒 500-8765 ＜連絡先＞ 〒 500-8765 スタートコーチ 山口 敏文 09S02729

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 0

ＩＤ番号 410171671 ＜電　話＞ 勤務先 0582462956 ＜電　話＞ 勤務先 0582462956 主将 青木 魁人

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ morishima301b@tomita.ac.jp 主務

20 代表者 折戸 敏仁 管理者 折戸 敏仁 監督  

＜連絡先＞ 〒 500-8889 ＜連絡先＞ 〒 500-8889 スタートコーチ 大嶋 昭三 14S00475

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 0

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＞ c27301@pref.gifu.lg.jp ＜メール＞ c27301@pref.gifu.lg.jp 主務

21 代表者 岩瀬 秀樹 管理者 岩瀬 秀樹 監督 岩瀬 秀樹

＜連絡先＞ 〒 500-0853 ＜連絡先＞ 〒 500-0853 スタートコーチ 大嶋 昭三 14S00475

登録番号 2404017 岐阜県岐阜市鶯谷町７ 岐阜県岐阜市鶯谷町７ 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410379303 ＜電　話＞ 勤務先 0582657571 ＜電　話＞ 勤務先 0582657571 主将  

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ uguisu@he.mirai.ne.jp 主務

22 代表者 杉山 酵 管理者 杉山 酵 監督 杉山 酵

＜連絡先＞ 〒 502-0071 ＜連絡先＞ 〒 502-0071 スタートコーチ 大嶋 昭三 14S00475

登録番号 2404019 岐阜県岐阜市長良小山田2587番地1 岐阜県岐阜市長良小山田2587番地1 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410396007 ＜電　話＞ 勤務先 0582312905 ＜電　話＞ 勤務先 0582312905 主将 山際 稜多郎

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ 主務

23 代表者 竹内 秀人 管理者 竹内 秀人 監督 竹内 秀人

＜連絡先＞ 〒 503-0017 ＜連絡先＞ 〒 503-0017 スタートコーチ 山口 敏文 09S02729

登録番号 2404021 岐阜県大垣市中川町４－１１０－１ 岐阜県大垣市中川町４－１１０－１ 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410438944 ＜電　話＞ 勤務先 0584812244 ＜電　話＞ 勤務先 0584812244 主将  

所属区分 　 (高校) ＜メール＞ ＜メール＞ 主務

岐阜東高等学校

4

岐阜高等学校

4

鶯谷高等学校

3

岐山高校

3

大垣北高等学校

1
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2019年度　岐阜県ラグビーフットボール協会　登録チーム 2019/7/3 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

24 代表者 清水 隆宏 管理者 清水 隆宏 監督 唐井 時男

＜連絡先＞ 〒 501-0495 ＜連絡先＞ 〒 501-0495 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 0

ＩＤ番号 410083679 ＜電　話＞ 勤務先 0583201418 ＜電　話＞ 勤務先 0583201418 主将 加藤 一晴

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

25 代表者 藤原 周 管理者 吉川 充 監督 吉川 充

＜連絡先＞ 〒 501-0296 ＜連絡先＞ 〒 501-0296 A級コーチ 吉川 充 312C0130740

登録番号 2406001 岐阜県瑞穂市穂積1851入試広報課 岐阜県瑞穂市穂積1851朝日大学  入試広報課 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410034517 ＜電　話＞ 勤務先 0583291086 ＜電　話＞ 携帯 09033852335 主将 飛彈野 雄輝

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ rugby@alice.asahi-u.ac.jp ＜メール＞ rugby@alice.asahi-u.ac.jp 主務 森田智貴

26 代表者 岡部 嘉朗 管理者 岡部 嘉朗 監督 石田 秀治

＜連絡先＞ 〒 501-1111 ＜連絡先＞ 〒 501-1111 スタートコーチ 石田 秀治 16S00687

登録番号 2406002 岐阜県岐阜市大学北3-10スカイルレジデンス５０１ 岐阜県岐阜市大学北3-10スカイルレジデンス５０１ 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410183403 ＜電　話＞ 携帯 09092200752 ＜電　話＞ 携帯 09092200752 主将 岡部 嘉朗

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ ＜メール＞ seiya6767@yahoo.co.jp 主務 福田光起

27 代表者 金住 峻一 管理者 金住 峻一 監督 清水 雅仁

＜連絡先＞ 〒 501-1132 ＜連絡先＞ 〒 501-1132 スタートコーチ 山田 颯一郎 16S00682

登録番号 2406003 岐阜県岐阜市折立284-1スチューデントハウス209号 岐阜県岐阜市折立２８４ー１スチューデントハウス２０９ 安推受講者 3人 0

ＩＤ番号 410161612 ＜電　話＞ 携帯 09044060946 ＜電　話＞ 携帯 09044060946 主将 山﨑 広大

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ pornograffitti.kana.758@gmail.com ＜メール＞ pornograffitti.kana.758@gmail.com 主務 金住峻一

28 代表者 都尾 元宣 管理者 高田 剛希 監督  

＜連絡先＞ 〒 501-0296 ＜連絡先＞ 〒 501-0225 スタートコーチ 桜井 拓真 18S00804

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　都尾元宣岐阜県瑞穂市祖父江184マウンテンvan 702 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410168304 ＜電　話＞ 勤務先 0583291456 ＜電　話＞ 携帯 08061037025 主将 永谷 柊人

所属区分 　 (大学) ＜メール＞ ＜メール＞ ex24kax@gmail.com 主務 高田剛希

岐阜工業高等専門学校ラグビーフットボール部

30

朝日大学体育会ラグビー部

113

岐阜大学ラグビー部

10

岐阜大学医学部ラグビー部

25

朝日大学学友会ラグビー部

32
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29 代表者 藤井 学 管理者 藤井 学 監督 渡辺 康幸

＜連絡先＞ 〒 508-0001 ＜連絡先＞ 〒 508-0001 スタートコーチ 藤井 学 17S00785

登録番号 2411002 岐阜県中津川市中津川２５５８－２４０ 岐阜県中津川市中津川２５５８－２４０ 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410340433 ＜電　話＞ 自宅 0573660907 ＜電　話＞ 自宅 0573660907 主将  

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ overzero1973@gmail.com 主務 藤井学

30 代表者 堀之内 孝史 管理者 堀之内 孝史 監督 中園 強

＜連絡先＞ 〒 504-0521 ＜連絡先＞ 〒 504-0521 スタートコーチ 安田 宏和 17S00796

登録番号 2411003 岐阜県揖斐郡大野町黒野1340-7 岐阜県揖斐郡大野町黒野1340-7 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410082368 ＜電　話＞ 携帯 09077007721 ＜電　話＞ 携帯 09077007721 主将 﨏田 浩之

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ＜メール＞ fuchin@na.commufa.jp 主務

31 代表者 阪田 光邦 管理者 阪田 光邦 監督 三輪 真也

＜連絡先＞ 〒 501-0223 ＜連絡先＞ 〒 501-0223 B級コーチ 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 3人 0

ＩＤ番号 410191907 ＜電　話＞ 自宅 0583331371 ＜電　話＞ 自宅 0583331371 主将 五十嵐 敏彦

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

32 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 スタートコーチ 野村 悠太 16S00694

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 0

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＞ avance.ishikawa@gmail.com 主務

33 代表者 大嶋 昭三 管理者 山中 敬 監督 石神 和晴

＜連絡先＞ 〒 501-6115 ＜連絡先＞ 〒 503-0032 スタートコーチ 山口 敏文 09S02729

登録番号 2411006 岐阜県岐阜市柳津町丸野4－125 岐阜県大垣市熊野町１１４４番地 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410151577 ＜電　話＞ 自宅 0583876891 ＜電　話＞ 携帯 09026839788 主将 山口 敏文

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ ohsho-1128@utopia.ocn.ne.jp ＜メール＞ t-yam@gc5.so-net.ne.jp 主務 山中敬

恵那ラグビーフットボールクラブ

8

岐阜自衛隊クラブ

12

大垣ボアファングス

27

R.F.C.メイプル

39

岐阜惑惑クラブ

31
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34 代表者 石井 淳五 管理者 河尻 昌敏 監督 石井 淳五

＜連絡先＞ 〒 453-0861 ＜連絡先＞ 〒 509-7201 スタートコーチ 川崎 豊 08S00439

登録番号 2411007 愛知県名古屋市中村区岩塚本通４－５０クレスト仁 ３０２号 岐阜県恵那市大井町２１９４－２９９グリーンハイツ大井２０８ 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410219024 ＜電　話＞ 携帯 09017474602 ＜電　話＞ 携帯 08036404606 主将 石井 淳五

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ jungo.0130@icloud.com ＜メール＞ rughalf09@yahoo.co.jp 主務 河尻昌敏

35 代表者 井上 卓哉 管理者 井上 卓哉 監督 阪田 光邦

＜連絡先＞ 〒 501-6244 ＜連絡先＞ 〒 501-6244 B級コーチ 阪田 光邦 311C0134229

登録番号 2411012 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内10-51-1 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内10-51-1 安推受講者 2人 0

ＩＤ番号 410415377 ＜電　話＞ 携帯 09029488545 ＜電　話＞ 携帯 09029488545 主将 勝見 心

所属区分 　 (学生クラブ) ＜メール＞ g4116015@gifu.shotoku.ac.jp ＜メール＞ g4116015@gifu.shotoku.ac.jp 主務 石塚正都

36 代表者 長沼 洋二 管理者 長沼 洋二 監督 金丸 慎吾

＜連絡先＞ 〒 501-3244 ＜連絡先＞ 〒 501-3244 A級コーチ 長沼 洋二 312C0205579

登録番号 2411013 岐阜県関市西福野町2丁目3番19号 岐阜県関市西福野町2丁目3番19号 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410407168 ＜電　話＞ 携帯 09060929515 ＜電　話＞ 携帯 09060929515 主将 吉村 幸太郎

所属区分 　 (一般クラブ) ＜メール＞ kowata4002@yahoo.co.jp ＜メール＞ kowata4002@yahoo.co.jp 主務 長沼洋二

37 代表者 木田 敏行 管理者 澤村 彰吾 監督 木田 敏行

＜連絡先＞ 〒 502-0843 ＜連絡先＞ 〒 501-3788 A級コーチ 木田 敏行 312C0099996

登録番号 2411014 岐阜県岐阜市早田東町9-37モアグレース長良201 岐阜県美濃市蕨生946-5 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410437207 ＜電　話＞ 自宅 0582339884 ＜電　話＞ 携帯 08036171277 主将 加藤 あや

所属区分 　 (女子) ＜メール＞ kidarugby@yahoo.co.jp ＜メール＞ sawarm123@yahoo.co.jp 主務

38 代表者 浅香 孝二 管理者 浅香 孝二 監督 加藤 渉

＜連絡先＞ 〒 502-0908 ＜連絡先＞ 〒 502-0908 スタートコーチ 落合 悠馬

登録番号 2411015 岐阜県岐阜市近島4-2-9 岐阜県岐阜市近島4-2-9 安推受講者 1人 0

ＩＤ番号 410458072 ＜電　話＞ 携帯 08036320809 ＜電　話＞ 携帯 08036320809 主将 福地 雄大

所属区分 　 (社会人) ＜メール＞ K.asaka0361@i.softbank.jp ＜メール＞ k.asaka0361@i.softbank.jp 主務 浅香孝二

美濃加茂ブルータスKYB

14

クラブエスタシオン岐阜

14

関キングフィッシャーズ

24

GRSグラスホッパーズ(岐阜ラグビースクールシニア部）

16

ぎふ清流レディース

23


