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野　球 男子選手 女子選手 役  員 合  計

24名 ー 8名 32名

監督
小島　啓民
（こじま　ひろたみ）　男
①昭和39年3月3日（49歳）
②東京都　③県立諫早高校
（長崎県）→早稲田大学　④長
崎県庁

コーチ
早瀬　万豊
（はやせ　かずとよ）　男
①昭和33年6月14日（55歳）
②岡山県　③私立作陽高校
（岡山県）→関西大学　④日本
生命

コーチ
西　正文
（にし　まさふみ）　男
①昭和35年11月25日（52歳）
②兵庫県　③県立尼崎小田高
校（兵庫県）　④永和商事ウイ
ング

コーチ
堀井　哲也
（ほりい　てつや）　男
①昭和37年1月31日（51歳）
②静岡県　③県立韮山高校
（静岡県）→慶応大学　④JR東
日本

ドクター
可知　芳則
（かち　よしのり）　男
①昭和44年7月18日（44歳）
②埼玉県　③私立開成高校
（東京都）→千葉大学　④さい
たま赤十字病院　⑧スポーツ
ドクター

トレーナー
柴田　兼宏
（しばた　かねひろ）　男
①昭和47年4月26日（41歳）
②宮城県　③私立仙台育英学
園高校（宮城県）→日本大学　
④西部ガス　⑧アスレティッ
クトレーナー

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（42歳）
②静岡県　③県立浜松北高校
（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

総務
柴田　穣
（しばた　ゆたか）　男
①昭和40年12月2日（47歳）
②岐阜県　③県立岐阜高校
（岐阜県）→関西大学　④全日
本野球協会

選手
川戸　洋平
（かわと　ようへい）　男
①昭和59年4月12日（29歳）
②神奈川県　③横浜市立丸山
台中学校（神奈川県）→私立日
本大学藤沢高校（神奈川県）→
日本大学　④Honda　
⑤183cm　⑥86kg

選手
多幡　雄一
（たばた　ゆういち）　男
①昭和57年7月20日（31歳）
②石川県　③七尾市立（石川
県）→私立星稜高校（石川県）
→立教大学　④Honda　
⑤172cm　⑥80kg

選手
中野　滋樹
（なかの　しげき）　男
①昭和55年8月1日（33歳）
②大分県　③臼杵市立豊洋中
学校（大分県）→私立柳ヶ浦高
校（大分県）→東洋大学　④JR
九州　⑤177cm　⑥85kg

選手
濱野　雅慎
（はまの　まさみつ）　男
①昭和59年12月3日（28歳）
②兵庫県　③神戸市立塩屋中
学校（兵庫県）→神戸市立神戸
西高校（兵庫県）→国士舘大学
④JR九州　⑤184cm　
⑥84kg
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選手
片山　純一
（かたやま　じゅんいち）　男
①昭和57年9月29日（31歳）
②広島県　③三原市立第三中
学校（広島県）→県立瀬戸内高
校（広島県）→亜細亜大学　
④JR東日本　⑤179cm　
⑥79kg

選手
松本　晃
（まつもと　あきら）　男
①昭和60年4月4日（28歳）
②大阪府　③大阪市立西淀中
学校（大阪府）→私立ＰＬ学園
高校（大阪府）→横浜商科大学
④JR東日本　⑤180cm　
⑥85kg

選手
吉田　一将
（よしだ　かずまさ）　男
①平成元年9月24日（24歳）
②奈良県　③私立青森山田中
学校（青森県）→私立青森山田
高校（青森県）→日本大学　
④JR東日本　⑤191cm　
⑥90kg

選手
田中　広輔
（たなか　こうすけ）　男
①平成元年7月3日（24歳）
②神奈川県　③厚木市立依知
中学校（神奈川県）→私立東海
大学附属相模高校（神奈川県）
→東海大学　④JR東日本　
⑤170cm　⑥80kg

選手
石岡　諒太
（いしおか　りょうた）　男
①平成4年5月25日（21歳）
②兵庫県　③神戸市立広陵中
学校（兵庫県）→私立東海大学
附属相模高校（兵庫県）　④JR
東日本　⑤187cm　⑥85kg

選手
大城　基志
（おおしろ　もとし）　男
①昭和62年8月20日（26歳）
②沖縄県　③宜野座村立宜野
座中学校（沖縄県）→県立宜野
座高校（沖縄県）→名桜大学　
④JX-ENEOS　⑤172cm　
⑥65kg

選手
渡邉　貴美男
（わたなべ　きみお）　男
①昭和63年11月12日（24歳）
②栃木県　③宇都宮市立国本
中学校（栃木県）→私立文星芸
大附属高校（栃木県）→國學院
大学　④JX-ENEOS　
⑤164cm　⑥65kg

選手
井領　雅貴
（いりょう　まさたか）　男
①平成元年11月4日（23歳）
②千葉県　③四街道市立四街
道北中学校（千葉県）→私立桐
蔭学園高校（神奈川県）　
④JX-ENEOS　⑤175cm　
⑥80kg

選手
上田　祐介
（うえだ　ゆうすけ）　男
①昭和58年11月20日（29歳）
②茨城県　③下妻市立下妻東
部（茨城県）→私立常総学院
（茨城県）→日本大学　④NTT
東日本　⑤176cm　⑥81kg

選手
堀越　匠
（ほりこし　たくみ）　男
①昭和63年7月15日（25歳）
②東京都　③目黒区立目黒第
九中学校（東京都）→私立浦和
学院高校（埼玉県）→東洋大学
④新日鐵住金鹿島　⑤167cm
⑥66kg

選手
浦野　博司
（うらの　ひろし）　男
①平成元年7月22日（24歳）
②静岡県　③浅羽中学校組合
立浅羽中学校（静岡県）→県立
浜松工業高校（静岡県）→愛知
学院大学　④セガサミー　
⑤184cm　⑥84kg

選手
大河原　正人
（おおかわら　まさと）　男
①昭和58年8月26日（30歳）
②神奈川県　③横浜市立並木
中学校（神奈川県）→私立横浜
高校（神奈川県）→亜細亜大学
④東芝　⑤174cm　⑥85kg



野
　
球

The 6th East Asian Games Tianjin 201370

Baseball
野　球

選手
二葉　祐貴
（ふたば　ゆうき）　男
①昭和60年4月21日（28歳）
②大阪府　③松原市立松原第
3中学校（大阪府）→私立PL学
園高校（大阪府）　④トヨタ自
動車　⑤174cm　⑥77kg

選手
石川　歩
（いしかわ　あゆむ）　男
①昭和63年4月11日（25歳）
②富山県　③魚津市立西部中
学校（富山県）→県立滑川高校
（富山県）→中部大学　④東京
ガス　⑤186cm　⑥75kg

選手
井上　晴哉
（いのうえ　せいや）　男
①平成元年7月3日（24歳）
②広島県　③広島市立福木中
学校（広島県）→私立崇徳高校
（広島県）→中央大学　④日本
生命　⑤180cm　⑥105kg

選手
松島　圭祐
（まつしま　けいすけ）　男
①昭和63年5月29日（25歳）
②広島県　③廿日市市立大野
中学校（広島県）→県立広島工
業高校（広島県）→流通経済大
学　④伯和ビクトリーズ　
⑤176cm　⑥82kg

選手
秋吉　亮
（あきよし　りょう）　男
①平成元年3月21日（24歳）
②東京都　③足立区立江北中
学校（東京都）→都立足立新田
（東京都）→中央学院　④パナ
ソニック　⑤182cm　
⑥76kg

選手
岡崎　啓介
（おかざき　けいすけ）　男
①平成元年7月25日（24歳）
②大阪府　③大阪市立常陽中
学校（大阪府）→私立PL学園高
校（大阪府）→立教大学　④日
立製作所　⑤173cm　
⑥80kg

選手
東明　大貴
（とうめい　だいき）　男
①平成元年6月15日（24歳）
②岐阜県　③岐阜市立厚見中
学校（岐阜県）→私立富田高校
（岐阜県）→桐蔭横浜大学　
④富士重工業　⑤178cm　
⑥76kg

選手
山川　穂高
（やまかわ　ほたか）　男
①平成3年11月23日（21歳）
②沖縄県　③那覇市立城北中
学校（沖縄県）→私立中部商業
高校（沖縄県）→富士大学（3
年）　④富士大学　⑤175cm
⑥100kg


