
2016東北公益文科大学硬式野球部名簿　（監督） （選手：64名）

監督 横田　謙人 よこた　けんと

学年 名前 ふりがな POSITION 出身高校

3 伊藤　慎太郎 いとう　しんたろう 投手 大曲工業

3 奈良　晃 なら　ひかる 投手 秋田西

3 西　宏喜 にし　ひろき 投手 左沢

3 真柄　涼 まがら　りょう 投手 羽黒

3 三浦　誠俊 みうら　まさとし 投手 酒田西

2 高橋　恭兵 たかはし　きょうへい 投手 花巻東

2 田村　慎之介 たむら　しんのすけ 投手 福岡

2 我妻　広飛 わがつま　ひろと 投手 米沢中央

2 渡邉　翔也 わたなべ　しょうや 投手 山形城北

1 石森　大誠 いしもり　たいせい 投手 遊学館（甲子園）

1 菅野　一真 かんの　かずま 投手 田村

1 沓澤　文也 くつざわ　ふみや 投手 湯沢

1 小松　享平 こまつ　きょうへい 投手 角館

1 佐々木　拓海 ささき　たくみ 投手 大館鳳鳴

1 仙道　大樹 せんどう　だいき 投手 湯沢翔北

1 高橋　璃樹 たかはし　りき 投手 角館

1 長嶺　湧太 ながみね　ゆうた 投手 十和田工

1 旗谷　洋太 はたや　しょうた 投手 青森北

1 花田　浩旗 はなだ　ひろき 投手 弘前東

1 古谷　拓斗 ふるや　ひろと 投手 横手城南

1 真坂　陸 まさか　りく 投手 本荘

1 山根　幸 やまね　こう 投手 花巻東

1 吉川 剛史 よしかわ つよし 投手／外野手 日大藤沢

3 川上　和希 かわかみ　かずき 捕手 羽黒

2 高橋　智彦 たかはし　ともひこ 捕手 花巻東

1 秋葉　竜志 あきば　りゅうし 捕手 米沢中央

1 金　寛人 こん　ひろと 捕手 秋田工

1 庄司　智也 しょうじ　ともや 捕手 東陵

1 田中　滉大 たなか　こうだい 捕手 大湊

1 長南　直也 ちょうなん　なおや 捕手 新庄北

1 山田　寛大 やまだ　かんた 捕手 佐久長聖

4 石黒　大樹 いしぐろ　たいき 内野手 羽黒

4 小林　浩平 こばやし　こうへい 内野手 秋田西

3 遠田　瞬矢 えんた　しゅんや 内野手 米沢中央

3 松田　和也 まつだ　かずや 内野手 山本学園

2 井上　碩 いのうえ　せき 内野手 米沢中央

2 佐藤　星太 さとう　せいた 内野手 角館（甲子園）



2 髙橋　舟 たかはし　しゅう 内野手 鶴岡東

2 長澤　征哉 ながさわ　ゆきや 内野手 角館（甲子園）

2 中村　颯 なかむら　はやて 内野手 山形中央(甲子園）

2 二宮　大将 にのみや　だいすけ 内野手 聖光学院

1 天野　希一 あまの　きいち 内野手 秋田西

1 髙橋　謙太 たかはし　けんた 内野手／投手 上山明新館

1 千葉　大哉 ちば　だいや 内野手 一関学院

1 新山　悠太 にいやま　ゆうた 内野手 横手城南

1 三浦　瑠唯 みうら　るい 内野手 秋田商（甲子園）

4 木戸口　直 きどぐち　なお 外野手 羽黒

3 芦野　一基 あしの　かずき 外野手 山本学園

3 村山　尚之 むらやま　なおゆき 外野手 西目

2 相澤　一寿 あいざわ　かずとし 外野手 東陵（選抜）

2 末谷　壱成 すえや　いっせい 外野手 蔵王

2 菅井　達也 すがい　たつや 外野手 酒田南

2 高松　龍之介 たかまつ　りゅうのすけ 外野手 関東学院六浦

2 永井　大地 ながい　だいち 外野手 山形中央(甲子園）

2 八代　礼和 やしろ　れお 外野手 山形城北

1 青木　亮平 あおき　りょうへい 外野手 佐久長聖

1 川畑　正博 かわはた　まさひろ 外野手 花巻東

1 下山　颯 しもやま　そう 外野手 聖和学園

1 布川　亨 ぬのかわ　とおる 外野手 水城

1 山澤　颯 やまざわ　はやて 外野手 青森山田

3 田村　岳 たむら　がく 学生コーチ／トレーナー 相洋

3 古内　達也 ふるうち　たつや 学生コーチ 米沢中央

4 小松　諒司 こまつ　りょうじ マネージャー 高畠

1 志賀　有輝也 しが　ゆきや マネージャー 利府


