野

球

Baseball
監督

善波

達也

（よしなみ たつや） 男
①1962年8月11日（55歳）
②神奈川県 ③私立桐蔭学園
高校（神奈川県）→明治大学
④明治大学

コーチ

鈴木

英之

（すずき ひでゆき） 男
①1967年3月8日（50歳）
②大阪府 ③私立ＰＬ学園高
校（大阪府）→駒澤大学 ④関
西国際大学

コーチ

古川

祐一

（ふるかわ ゆういち） 男
①1968年10月15日（48歳）
②東京都 ③東京都立足立西
高校→神奈川大学 ④神奈川
大学

コーチ

酒井

真二

（さかい しんじ） 男
①1977年4月10日（40歳）
②大阪府 ③私立天理高校
（奈良県）
→奈良産業大学
④奈良学園大学

さはら

（ささき さはら） 男
①1988年6月14日（29歳）
②埼玉県 ③埼玉県立上尾高
校→日本体育大学→日本体育
大学大学院 ④日本体育大学
⑩アスレティックトレーナー

総務

森

由理子

（もり ゆりこ） 女
①1985年7月25日（32歳）
②東京都 ③私立東海大学付
属高輪台高校（東京都）→東海
大学 ④（公財）全日本大学野
球連盟

役 員

合 計

22名

ー

6名

28名

選手

竹村

春樹

（たけむら はるき） 男
（22歳）
①1995年5月23日
②栃木県 ③栃木市立栃木西
中学校（栃木県）→私立浦和学
院高校（埼玉県）→明治大学（4
年） ④明治大学 ⑤176㎝
⑥75㎏
選手

齊藤

大将

（さいとう ひろまさ） 男
（22歳）
①1995年6月3日
②東京都 ③江戸川区立清新
第二中学校（東京都）→私立桐
蔭学園高校（神奈川県）→明治
大学
（4年） ④明治大学
⑤178㎝ ⑥75㎏
選手

阪本

大樹

（さかもと だいき） 男
（22歳）
①1995年4月14日
②大阪府 ③大阪市立鶴橋中
学校（大阪府）→私立履正社高
校
（大阪府）
→関西大学
（4年）
④関西大学 ⑤169㎝
⑥78㎏
選手

東

克樹

（あずま かつき） 男
（21歳）
①1995年11月29日
②三重県 ③四日市市立大池
中学校（三重県）→私立愛知工
業大学名電高校（愛知県）→立
命館大学（4年） ④立命館大
学 ⑤170㎝ ⑥74㎏
選手

青島

球

佐々木

女子選手

野

トレーナー

男子選手

凌也

（あおしま りょうや） 男
（21歳）
①1996年8月11日
②愛知県 ③名古屋市立扇台
中学校（愛知県）→私立東海大
学付属相模高校（神奈川県）→
東海大学
（3年） ④東海大学
⑤178㎝ ⑥80㎏
選手

伊藤

将司

（いとう まさし） 男
（21歳）
①1996年5月8日
②千葉県 ③横芝光町立横芝
中学校（千葉県）→私立横浜高
校（神奈川県）→国際武道大学
（3年） ④国際武道大学
⑤178㎝ ⑥85㎏

The 29th Universiade Taipei 2017

57

野 球
Baseball

選手

栗林

良吏

（くりばやし りょうじ） 男
①1996年7月9日（21歳）
②愛知県 ③愛西市立佐織中
学校（愛知県）→私立愛知黎明
高 校（ 愛 知 県 ）→ 名 城 大 学（3
年） ④名城大学 ⑤177㎝
⑥77㎏
選手

森下

暢仁

（もりした まさと） 男
①1997年8月25日（19歳）
②大分県 ③大分市立大東中
学校（大分県）→大分県立大分
商業高校→明治大学（2年）
④明治大学 ⑤180㎝
⑥73㎏
選手

松本

航

（まつもと わたる） 男
①1996年11月28日（20歳）
②兵庫県 ③朝来市立梁瀬中
学校（兵庫県）→明石市立明石
商業高校（兵庫県）→日本体育
大学（3年） ④日本体育大学
⑤176㎝ ⑥83㎏
選手

大平

達樹

野

（おおひら たつき） 男
①1995年11月28日（21歳）
②神奈川県 ③相模原市立相
原中学校（神奈川県）→私立桜
美林高校（東京都）→桜美林大
学（4年） ④桜美林大学
⑤176㎝ ⑥81㎏

球

選手

小林

遼

（こばやし りょう） 男
①1995年5月27日（22歳）
②秋田県 ③潟上市立天王中
学校（秋田県）→私立仙台育英
学園高校（宮城県）→富士大学
（4年） ④富士大学
⑤170㎝ ⑥74㎏
選手

小畑

尋規

（おばた ひろき） 男
①1996年3月9日（21歳）
②北海道 ③札幌市立手稲中
学校（北海道）→私立北照高校
（北海道）→立正大学（4年）
④立正大学 ⑤179㎝
⑥85㎏
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選手

熊谷

敬宥

（くまがい たかひろ） 男
（21歳）
①1995年11月10日
②宮城県 ③仙台市立南光台
中学校（宮城県）→私立仙台育
英学園高校（宮城県）→立教大
学
（4年） ④立教大学
⑤175㎝ ⑥70㎏
選手

楠本

泰史

（くすもと たいし） 男
（22歳）
①1995年7月7日
②大阪府 ③横浜市立山内中
学校（神奈川県）→私立花咲徳
栄高校（埼玉県）→東北福祉大
学（4年） ④東北福祉大学
⑤180㎝ ⑥77㎏
選手

宮本

丈

（みやもと たけし） 男
（22歳）
①1995年4月3日
②大阪府 ③豊中市立第七中
学校（大阪府）→私立履正社高
校（大阪府）→奈良学園大学（4
年） ④奈良学園大学
⑤181㎝ ⑥78㎏
選手

渡邊

佳明

（わたなべ よしあき） 男
（20歳）
①1997年1月8日
②神奈川県 ③横浜市立富岡
中学校（神奈川県）→私立横浜
高校（神奈川県）→明治大学（3
年） ④明治大学 ⑤179㎝
⑥74㎏
選手

中川

圭太

（なかがわ けいた） 男
（21歳）
①1996年4月12日
②大阪府 ③阪南市立尾崎中
学校（大阪府）→私立PL学園高
校
（大阪府）
→東洋大学
（3年）
④東洋大学 ⑤180㎝
⑥75㎏
選手

内海

大寿

（うつみ たいじゅ） 男
（21歳）
①1996年2月2日
②徳島県 ③松茂町立松茂中
学校（徳島県）→徳島県立徳島
商 業 高 校 → 中 部 学 院 大 学（4
年） ④中部学院大学
⑤180㎝ ⑥84㎏

野

球

Baseball

選手

島田

海吏

（しまだ かいり） 男
①1996年2月6日（21歳）
②熊本県 ③宇土市立鶴城中
学校（熊本県）→私立九州学院
高 校（ 熊 本 県 ）→ 上 武 大 学（4
年） ④上武大学 ⑤175㎝
⑥72㎏
選手

岩見

雅紀

（いわみ まさき） 男
①1994年7月10日（23歳）
②滋賀県 ③私立比叡山中学
校（滋賀県）→私立比叡山高校
（ 滋 賀 県 ）→ 慶 應 義 塾 大 学（4
年） ④慶應義塾大学
⑤187㎝ ⑥107㎏
選手

辰己

涼介

（たつみ りょうすけ） 男
①1996年12月27日（20歳）
②兵庫県 ③神戸市立有野中
学校（兵庫県）→兵庫県立社高
校→立命館大学（3年） ④立
命館大学 ⑤180㎝ ⑥70㎏

選手

長沢

吉貴

野

（ながさわ よしたか） 男
①1996年11月15日（20歳）
②栃木県 ③上三川町立明治
中学校（栃木県）→私立佐野日
本大学高校（栃木県）→日本大
学（3年） ④日本大学
⑤172㎝ ⑥62㎏

球
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