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Baseball
野  球

野  

球

男子選手 女子選手 役  員 合  計

24名 − 7名 31名

監督
小島  啓民
（こじま  ひろたみ）　男
①昭和39年3月3日（46歳）
②長崎県　③諫早高校（長崎
県）→早稲田大学　④三菱重
工業㈱

コーチ
坂口  雅久
（さかぐち  まさひさ）　男
①昭和26年11月15日（58歳）
②東京都　③立教高校（東京
都）→立教大学　④パナソニ
ック㈱

コーチ
西  正文
（にし  まさふみ）　男
①昭和35年11月25日（49歳）
②兵庫県　③尼崎小田高校（兵
庫県）　④㈱エスピーコミュ
ニケーションズ

コーチ
中島  彰一
（なかじま  しょういち）　男
①昭和41年7月1日（44歳）
②茨城県　③取手第二高校（茨
城県）→東洋大学　④住友金
属工業㈱

トレーナー
鈴木  哲也
（すずき  てつや）　男
①昭和46年9月18日（39歳）
②静岡県　③浜松北高校（静
岡県）→駒澤大学　④㈱スポ
ーツプログラムス　⑧アスレ
ティックトレーナー

トレーナー
渡部  拓
（わたなべ  たく）　男
①昭和49年7月6日（36歳）
②東京都　③世田谷学園高校
（東京都）→東京医療専門学校   
④㈱ロコ・ケア

総務
柴田  穣
（しばた  ゆたか）　男
①昭和40年12月2日（44歳）
②岐阜県　③岐阜高校（岐阜
県）→関西大学　④㈶日本野
球連盟

選手
阿部  次男
（あべ  つぎお）　男
①昭和47年12月11日（37歳）
②群馬県　③利根中学校（群
馬県）→利根商業高校（群馬県）   
④富士重工業　⑤171cm　　
⑥64kg

選手
石田  祐介
（いしだ  ゆうすけ）　男
①昭和57年6月29日（28歳）
②埼玉県　③新座市立第二中
学校（埼玉県）→淑徳高校（東
京都）→東京国際大学　④住
友金属鹿島　⑤180cm
⑥85kg

選手
榎田  大樹
（えのきだ  だいき）　男
①昭和61年8月7日（24歳）
②鹿児島県　③大崎中学校（鹿
児島県）→小林西高校（宮崎県）
→福岡大学　④東京ガス　　
⑤179cm　⑥81kg

選手
小髙  幸一
（こたか  こういち）　男
①昭和57年12月25日（27歳）
②東京都　③長房中学校（東
京都）→八王子北高校（東京都）   
④鷺宮製作所　⑤177cm　　
⑥78kg

選手
小林  敦
（こばやし  あつし）　男
①昭和61年2月24日（24歳）
②静岡県　③東海大学第一中
学校（静岡県）→東海大学付属
相模高校（神奈川県）→東海大
学　④七十七銀行　⑤178cm   
⑥83kg
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Baseball
野  球

野  

球

選手
須田  幸太
（すだ  こうた）　男
①昭和61年7月31日（24歳）
②茨城県　③府中中学校（茨
城県）→土浦湖北高校（茨城県）
→早稲田大学　④JFE東日本   
⑤175cm　⑥74kg

選手
藤田  卓史
（ふじた  たかし）　男
①昭和57年11月21日（27歳）
②大阪府　③長丘中学校（福
岡県）→沖学園高校（福岡県）
→九州共立大学　④東芝　　
⑤182cm　⑥70kg

選手
美馬  学
（みま  まなぶ）　男
①昭和61年9月19日（24歳）
②茨城県　③藤代中学校（茨
城県）→藤代高校（茨城県）→
中央大学　④東京ガス
⑤168cm　⑥74kg

選手
山中  浩史
（やまなか  ひろふみ）　男
①昭和60年9月9日（25歳）
②熊本県　③新和中学校（熊
本県）→必由館高校（熊本県）
→九州東海大学　④Honda熊
本　⑤175cm　⑥78kg

選手
上田  祐介
（うえだ  ゆうすけ）　男
①昭和58年11月20日（26歳）
②茨城県　③下妻市立東部中
学校（茨城県）→常総学院高校
（茨城県）→日本大学　④NTT
東日本　⑤176cm　⑥82kg

選手
佐伯  亮
（さえき  りょう）　男
①昭和54年4月20日（31歳）
②広島県　③東原中学校（広
島県）→広陵高校（広島県）→
立正大学　④Honda
⑤174cm　⑥77kg

選手
池邉  啓二
（いけべ  けいじ）　男
①昭和57年8月23日（28歳）
②和歌山県　③高積中学校（和
歌山県）→智辯学園和歌山高
校（和歌山県）→慶応義塾大学   
④JX-ENEOS　⑤180cm　　
⑥80kg

選手
西郷  泰之
（さいごう  やすゆき）　男
①昭和47年8月30日（38歳）
②東京都　③大泉西中学校（東
京都）→日本学園高校（東京都）   
④Honda   ⑤185cm   ⑥90kg

選手
橋本  拓也
（はしもと  たくや）　男
①昭和61年6月28日（24歳）
②岡山県　③日生中学校（岡
山県）→岡山理科大学附属高
校（岡山県）→関西大学　④JFE
西日本　⑤173cm　⑥75kg

選手
横山  憲一
（よこやま  けんいち）　男
①昭和56年6月5日（29歳）
②大阪府　③寝屋川市立第九
中学校（大阪府）→大阪学院大
学高校（大阪府）→甲南大学　
④三菱重工神戸　⑤180cm　
⑥79kg

選手
多幡  雄一
（たばた  ゆういち）　男
①昭和57年7月20日（28歳）
②石川県　③涛南中学校（石
川県）→星陵高校（石川県）→
立教大学　④Honda
⑤172cm　⑥78kg

選手
岩下  知永
（いわした  ともひさ）　男
①昭和59年4月3日（26歳）
②大阪府　③南八下中学校（大
阪府）→大阪桐蔭高校（大阪府）
→龍谷大学　④日本生命　　
⑤176cm　⑥74kg
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Baseball
野  球

野  

球

選手
上野  翔
（うえの  しょう）　男
①昭和59年8月11日（26歳）
②愛媛県　③新居浜南中学校
（愛媛県）→新居浜東高校（愛
媛県）　④JR四国　⑤180cm
⑥74kg

選手
久米  健
（くめ  けん）　男
①昭和56年2月11日（29歳）
②長崎県　③日見中学校（長
崎県）→長崎日本大学高校（長
崎県）→國學院大学　④三菱
重工長崎   ⑤176cm   ⑥75kg

選手
伊藤  隼太
（いとう  はやた）　男
①平成元年5月8日（21歳）
②愛知県　③幡山中学校（愛
知県）→中京大中京高校（愛知
県）→慶応義塾大学（3年）　　
④慶応義塾大学　⑤176cm　
⑥82kg

選手
川﨑  成晃
（かわさき  なりあき）　男
①昭和61年3月30日（24歳）
②鹿児島県　③垂水中学校（鹿
児島県）→鹿児島商業高校（鹿
児島県）→福岡大学　④熊本
ゴールデンラークス
⑤180cm　⑥84kg

選手
北道  貢
（きたみち  みつぐ）　男
①昭和56年11月11日（29歳）
②北海道　③森中学校（北海
道）→駒澤大学付属岩見沢高
校（北海道）→駒澤大学
④NTT東日本　⑤179cm
⑥75kg

選手
林  稔幸
（はやし  としゆき）　男
①昭和54年12月21日（30歳）
②茨城県　③鹿島中学校（茨
城県）→土浦日本大学高校（茨
城県）→立正大学　④富士重
工業　⑤180cm　⑥85kg

選手
渡部  英紀
（わたなべ  ひでのり）　男
①昭和50年11月6日（35歳）
②神奈川県　③緑が丘中学校
（神奈川県）→東海大学付属相
模高校（神奈川県）→東海大学   
④三菱重工横浜　⑤187cm　
⑥90kg




