
第７９回都市対抗野球大会補強選手
北海道 東　海

第１代表 ＪＲ北海道
無　　　し

第３代表 ヤマハ 投　手 中　澤 雅　人 トヨタ自動車

（札幌市） （浜松市） 元　木 貴　也 三菱自動車岡崎

東　北 内野手 佐　野 比呂人 トヨタ自動車

第１代表 七十七銀行 投　手 攝　津 正 ＪＲ東日本東北 外野手 廣　瀬 栄　作 トヨタ自動車

（仙台市） 内野手 鈴　木 良　二 ＪＲ東日本東北 加　藤 敦　史 三菱自動車岡崎

大　瀧 俊　也 ＪＲ東日本東北 第４代表 東邦ガス 投　手 久　武 弘　和 Honda鈴鹿

長谷部 純 ＪＲ東日本東北 （名古屋市） 大　福 翼 ＪＲ東海

外野手 金　野 義　郎 ＪＲ東日本東北 内野手 渡　辺 利　克 三菱自動車岡崎

第２代表 ＴＤＫ 投　手 森　内 壽　春 ＪＲ東日本東北 外野手 佐々木 隆　司 ＪＲ東海

（にかほ市） 中　村 太　一 ＪＲ東日本東北 平　手 敬　介 Honda鈴鹿

内野手 江　井 康　胤 NTTグループ東北マークス 第５代表 東海理化 投　手 佐　竹 功　年 トヨタ自動車

大　西 亮 ＪＲ東日本東北 （豊川市） 杉　浦 哲　郎 硬式野球クラブ東海ＲＥＸ

外野手 堀　江 雄　也 ＪＲ東日本東北 内野手 坂　田 篤　彦 トヨタ自動車

北信越 中　原 久 Honda鈴鹿

第１代表 ＴＤＫ千曲川 投　手 野　村 宏　之 フェデックス 外野手 西　岡 克　真 硬式野球クラブ東海ＲＥＸ

（佐久市） 谷　元 圭　介 バイタルネット 第６代表 王子製紙 投　手 児　玉 真　二 Honda鈴鹿

江　尻 勝　栄 NTT信越硬式野球クラブ （春日井市） 内野手 座喜味 大　河 三菱自動車岡崎

内野手 副　島 孔　太 フェデックス 外野手 林 尚　克 硬式野球クラブ東海ＲＥＸ

外野手 進　藤 義　法 NTT信越硬式野球クラブ 秋　田 祥　孝 トヨタ自動車

北関東 京滋奈
第１代表 富士重工業 投　手 川　畑 孝　弘 住友金属鹿島 第1代表 日本新薬 投　手 田　中 章　裕 大和高田クラブ

（太田市） 長　岡 哲　司 住友金属鹿島 （京都市） 池　邊 明　英 大和高田クラブ

内野手 藤　澤 英　雄 住友金属鹿島 内野手 山　本 貴　紀 大和高田クラブ

二　村 俊　之 住友金属鹿島 大阪・和歌山
第２代表 日立製作所 投　手 加　賀 繁 住友金属鹿島 第１代表 松下電器 投　手 坂　本 健　二 大阪ガス

（日立市） 内野手 髙　浦 孝　仁 住友金属鹿島 （門真市） 捕　手 小　野 和　隆 大阪ガス

外野手 松　本 卓 住友金属鹿島 内野手 岩　本 達　也 大阪ガス

福　田 純　一 住友金属鹿島 田　中 洋　平 大阪ガス

南関東 第２代表 日本生命 投　手 山　田 幸二郎 大阪ガス

第１代表 日本通運 投　手 領　家 訓　応 かずさマジック （大阪市） 梶　野 修　平 大阪ガス

（さいたま市） 内野手 和　田 貴　範 かずさマジック 捕　手 味　園 博　和 デュプロ

第２代表 ＪＦＥ東日本
無　　　し

内野手 田　辺 祐　也 大阪ガス

（千葉市） 外野手 溝　下 進　崇 大阪ガス

第３代表 Honda
無　　　し

第３代表 NTT西日本 投　手 建　山 雅　仁 大阪ガス

（狭山市） （大阪市） 松　尾 洋　和 大阪ガス

東　京 良　川 剛　浩 NOMOベースボールクラブ

第１代表 鷺宮製作所 投　手 黒　田 信　広 NTT東日本 外野手 牧　野 光　将 大阪ガス

（東京都） 内野手 高　橋 賢　司 NTT東日本 二　口 慎　也 NOMOベースボールクラブ

外野手 北　道 貢 NTT東日本 兵　庫
第２代表 JR東日本 投　手 木　城 寿一朗 NTT東日本 第１代表 三菱重工神戸 無　　　し

（東京都） 木　村 雄　太 東京ガス （神戸市）

内野手 高　尾 佳　之 NTT東日本 第２代表 新日本製鐵広畑 無　　　し

外野手 清　田 育　弘 NTT東日本 （姫路市）

第３代表 セガサミー 投　手 成　田 啓　祐 NTT東日本 中　国
（東京都） 谷田部 光　司 東京ガス 第１代表 伯和ビクトリーズ 投　手 三　谷 大　介 倉敷オーシャンズ

内野手 濱　田 政　宣 東京ガス （東広島市） 内野手 中　野 学 三菱重工広島

向　後 光　洋 NTT東日本 外野手 平　岡 隆　裕 三菱重工広島

平　野 宏 NTT東日本 第２代表 JFE西日本 投手 野　上 祐　司 三菱重工広島

神奈川 （福山市・倉敷市） 内野手 廣　末 慎 三菱三原硬式野球クラブ

第１代表 三菱ふそう川﨑 投　手 亀　川 裕　之 三菱重工横浜 福　田 真　也 三菱重工広島

（川崎市） 磯　村 秀　人 東芝 外野手 蛯　原 哲　也 倉敷オーシャンズ

捕　手 高　安 健　至 三菱重工横浜 井　口 晴　樹 三菱重工広島

内野手 加　藤 佑　介 東芝 四　国
外野手 渡　部 英　紀 三菱重工横浜 第１代表 JR四国 投　手 東　出 康　成 四国銀行

第２代表 日産自動車 投　手 門　西 明　彦 三菱重工横浜 （高松市） 小　野 哲　平 四国銀行

（横須賀市） 中　野 真　博 東芝 捕　手 尾　崎 健一郎 四国銀行

捕　手 安　田 真　範 東芝 内野手 菊　池 高　志 四国銀行

第３代表 新日本石油ＥＮＥＯＳ 投　手 木　戸 一　雄 東芝 九　州
（横浜市） 内野手 田　城 智　博 三菱重工横浜 第１代表 ＪＲ九州 投　手 仲　田 享　司 沖縄電力

平　馬 淳 東芝 （北九州市） 江波戸 秀　悟 Honda熊本

東　海 内野手 鈴　木 勘　弥 三菱重工長崎

第１代表 三菱重工名古屋 投　手 大　谷 智　久 トヨタ自動車 伊　藤 大　輔 三菱重工長崎

（名古屋市） 内野手 高　阪 行　俊 トヨタ自動車 外野手 佐々木 健　悟 Honda熊本

福　田 康　一 トヨタ自動車 第２代表 熊本ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾗｰｸｽ 投　手 後　藤 隆　之 三菱重工長崎

青　山 眞　也 ＪＲ東海 （熊本市） 中　野 雅　俊 日産自動車九州

外野手 荻　野 貴　司 トヨタ自動車 幸　松 司 九州三菱自動車

第２代表 西濃運輸 投　手 中須賀 諭 ＪＲ東海 内野手 池　田 隼　人 日産自動車九州

（大垣市） 藤　本 瞬 Honda鈴鹿 外野手 熊　丸 武　志 Honda熊本

内野手 秦 健　悟 トヨタ自動車

外野手 大　槻 隼　人 Honda鈴鹿
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