
役職 氏名 所属 担当

理事長 福原 紀彦 団長

副理事長 大島 正克

副理事長 西江 錦史郎

副理事長 井上 一哉

監督 清水 達也 中央大

ヘッドコーチ 坂田 精二郎 立正大

コーチ 辻 俊哉 国士大

審判員 村松 忠 立正大OB

審判員 熊倉 勝 国士大OB

審判員 岩崎 由和 大正大OB

審判員 牧野 晃大 東洋大OB

マネージャー 森田 健矢 中央大③ チーム付き

マネージャー 吉永 聡 立正大④ チーム付き

マネージャー 山崎 杜生 日本大④ 試合運営チーフ

マネージャー 谷川 拓己 東洋大④ 連盟委員長

マネージャー 佐藤 良太 青学大④ メディア担当

マネージャー 松尾 峻太郎 拓殖大④ 記録員

マネージャー 竹島 大 国士大④ 総務

マネージャー 村上 佳希 東農大④ スタンド巡回

マネージャー 齋藤 裕昭 國學院大③ グラウンド整備

マネージャー 太田 佳寿 日本大③ グラウンド整備

マネージャー 廣瀬 友美 日本大④ 場内アナウンス

マネージャー 伊藤 ゆき乃 専修大④ 野球教室チーフ

マネージャー 下川 彩 駒澤大③ Web更新

マネージャー 田村 伊織 専修大③ カメラ

マネージャー 原 英莉子 東農大③ SNS更新

看護師 亀井 陽子 上智大OG

事務局 小島 誠人 國學院大OB 試合運営統括

事務局 安西 敏雄 中央大OB チーム付き

事務局 宮内 紗衣 駒澤大OG 野球教室統括

事務局 瀬尾 健太郎 学習大OB 全体統括責任者

19吉村 貢司郎（國學院大）

よしむら こうじろう
①日大豊山高②4年③右右
④183cm80kg⑤1998.1.19

5伊藤 雅人（國學院大）
いとう まさと
①関東第一高②4年③右右
④178cm80kg⑤1997.9.4
⑥ベストナイン

▼凡例
P 投手 C捕手 In 内野手 Out 外野手
背番号氏名（所属大学）
ふ り が な
①出身高校 ②学年 ③投打
④身長（cm） 体重（kg） ⑤生年月日
⑥春季リーグ戦で獲得した個人タイトル

※専修大学から推薦された大庭樹也選手が欠場
のため、専修大学から出場選手はおりません。

1西川 尚希（青学大）

にしかわ なおき
①比叡山高②4年③右右
④178cm75kg⑤1997.7.8

40佐野 快斗（国士舘大）

さの かいと
①甲府工業高②4年③右左
④174cm72kg⑤1997.7.8

8山田 知輝（東洋大）

やまだ ともき
①桐生第一高②4年③右左
④185cm92kg⑤1997.9.16
⑥ベストナイン

17糸川 亮太（立正大）

いとがわ りょうた
①川之江高②3年③右右
④170cm71kg⑤1998.4.30

11山本 龍之介（日本大）

やまもと りゅうのすけ
①札幌日大高②4年③右右
④184cm86kg⑤1998.3.24

15金津 知泰（拓殖大）

かなつ ともやす
①明徳義塾高②3年③右右
④176cm70kg⑤1998.4.3

12冨田 祐大（大正大）
とみた ゆうだい
①東洋大牛久高②3年③右左
④168cm65kg⑤1998.10.20

41山本 天喜（成蹊大）

やまもと てんき
①北海高②1年③右右
④177cm68kg⑤2000.8.10

3菅 力也（駒澤大）

すが りきや
①崇徳高②4年③右左
④173cm81kg⑤1997.8.8

1根本 郁也（立正大）
ねもと ふみや
①桐光学園高②4年③右左
④170cm67kg⑤1998.3.15
⑥ベストナイン

23虎谷 貴哉（亜大）
とらたに たかや
①星稜高②3年③右右
④178cm76kg⑤1999.1.5
⑥ベストナイン

22 古賀 悠斗（中央大）
こが ゆうと
①福岡大大濠高②2年③右右
④172cm75kg⑤1999.9.10
⑥ベストナイン

5 内山 京祐（中央大）

うちやま きょうすけ
①習志野高②3年③右左
④175cm76kg⑤1998.4.5
⑥ベストナイン

26相川 天河（東農大）

あいかわ てんが
①横浜高②4年③右右
④180cm70kg⑤1997.6.23

1後藤 大輝（順大）

ごとう だいき
①国学院久我山高②4年③右右
④173cm75kg⑤1997.5.23

1栗林 潤（学習大）

くりばやし じゅん
①西武文理高②4年③右右
④176cm71kg⑤1997.9.7

7小豆畑 廉（上智大）

あずはた れん
①雪谷高②3年③右左
④173cm73kg⑤1996.4.24

2諸井 智志（芝工大）

もろい さとし
①豊岡高②4年③右右
④161cm57kg⑤1997.10.8

1大北 啓史（一橋大）

おおきた ひろふみ
①桐朋高②4年③右左
④171cm69kg⑤1996.7.24

21小山 理央（都市大）

こやま りお
①北海高②4年③右右
④173cm76kg⑤1998.7.28

2寺見 響（東工大）

てらみ ひびき
①相模原中等教育学校②3年
③右右④168cm65kg
⑤1998.6.7

東都大学野球連盟
オールスターチーム

大田スタジアム フェス
VS 東京ガス硬式野球部 交流試合


