
部長 クニオカ　ヒサシ 57 ダイヤモンド・スポーツクラブ 土佐高 慶應義塾大

監督 77 ハヤシ　ヒロユキ 60 人事部 東海大相模高 東海大

助監督 33 ナルシマ　ヒロオ 58 明治安田ビルマネジメント 早稲田実業高 早稲田大

コーチ兼選手 47 マツヤマ　ユウイチ 32 立川支社 中大付属高 中央大 180 75 左 左

コーチ兼選手 37 ヨネマル　リョウタ 33 千代田支社 東洋大姫路高 佛教大 163 60 右 左

コーチ兼選手 1 アラカワ　マサシ 31 東京本部 東海大相模高 東海大 175 74 右 左

マネージャー フルタ　ダイスケ 32 総合法人第四部 鳥羽高 佛教大

トレーナー ハマダ　ノリヒロ 44 からだコーチング
メジャーケア

トレーナー カワノ　ユウゴ 31 スマイルメディカル
サービス

投手 11 シゲノブ　タクヤ 30 池袋支社 鶴丸高 東京大 185 82 左 左

13 オカ　タカユキ 24 千住支社 樹徳高 明治大 176 73 左 左

14 オオクボ　タクミ 25 千代田支社 花咲徳栄高 明治大 177 78 右 右

16 カワグチ　タカノブ 23 新入社員 星稜高 中央大 179 75 右 右 ☆

17 スズキ　コウスケ 26 総合法人第三部 東洋大牛久高 東洋大 178 73 右 左

18 フルタ　ヤスヒロ 29 立川支社 箕面学園高 佛教大 180 75 右 右

19 ウエマツ　エイイチロウ 27 総合法人第二部 酒田南高 中央大 184 80 右 両

21 ウエダ　コウヘイ 23 新入社員 南宇和高 中央大 178 77 右 左 ☆

47 マツヤマ　ユウイチ 32 立川支社 中大付属高 中央大 180 75 左 左

捕手 9 ノジ　ヒロトシ 30 総合法人第五部 浪速高 京都産業大 173 75 右 左

12 テゼン　ダイ 24 品川支社 大社高 慶應義塾大 178 69 右 両

20 オジマ　ユウスケ 25 丸の内支社 福工大城東高 東海大 175 78 右 左

内野手 2 キウチ　ユウキ 26 事業法人部 銚子商業高 東日本国際大 173 68 右 左

4 イムラ　シゲル 23 新入社員 横浜創学館高 國學院大 167 67 右 右 ☆

7 ホンダ　マサアキ 30 さいたま支社 智弁和歌山高 早稲田大 171 70 右 右

8 シマダ　ハヤト 25 広域組織法人部 常総学院高 中央大 177 70 右 右

23 モリカワ　タカヒロ 30 総合法人第一部 智弁和歌山高 佛教大 179 72 右 右

25 ミヤガワ　ショウタ 26 公法人第三部 千葉経済大附属高 国士舘大 168 65 右 左

37 ヨネマル　リョウタ 33 千代田支社 東洋大姫路高 佛教大 163 60 右 左

外野手 1 アラカワ　マサシ 31 東京本部 東海大相模高 東海大 175 74 右 左

5 タケウチ　カズヒロ 27 事業法人部 東海大相模高 東海大 172 66 右 両

6 マシノ　ユウキ 28 丸の内支社 尽誠学園高 帝京大 178 78 右 右 主将

10 カトウ　タカノリ 30 新宿支社 東海大甲府高 東海大 178 86 右 右

24 オオノ　ヒロキ 24 総合法人第三部 早稲田実業高 早稲田大 174 80 右 右

29 タケウチ　カズマ 27 町田支社 慶應義塾高 慶應義塾大 173 73 右 左

宮川　翔太

２０１５年　明治安田生命硬式野球部名簿

役職 背番号 氏名 フリガナ 所属

ＴＥＬ　０４２－６２５－６６８０

ＴＥＬ　０４２－６９１－１７５１

身長cm 体重Kg 投 打 備考

　　　グ　ラ　ン　ド・・・

　　　所　在　地・・・

ポジション 背番号 氏名 フリガナ

國岡　久資

成島　広男

松山　裕一

古田　大将

米丸　良太

荒川　正志

　　　〒１９２－００４３　　　　東京都八王子市暁町１－２４－８

　　　〒１９２－０００１　　　　東京都八王子市戸吹町１５０

　　　〒１００－０００５　　　　東京都千代田区丸の内２－１－１

　　　合　宿　所・・・

林　裕幸

所属 身長cm 体重Kg 投 打

尾嶋　祐輔

手錢　大

松山　裕一

上田　晃平

井村　滋

選手　計２５名備考欄☆印・・・新人

出身校

竹内　一真

出身校年齢

年齢

森川　隆宏

荒川　正志

加藤　孝紀

大野　大樹

木内　佑季

米丸　良太

竹内　和宏

増野　勇希

島田　隼斗

河野　祐吾

浜田　典宏

【外野手６名】

【内野手７名】

【捕手３名】

【投手９名】

備考

重信　拓哉

岡　貴之

鈴木　康介

古田　康浩

大久保　匠

川口　貴信

本田　将章

上松　英一朗

野地　博俊


