
第８２回都市対抗野球大会補強選手一覧
北海道 京滋奈

第１代表 室蘭シャークス（札幌市） なし
第1代表

日本新薬 投手 澤村 翔 ニチダイ

東　北 （京都市） 内野手 山本 貴紀 大和高田クラブ

第１代表

ＪＲ東日本東北 投手 豊田 拓矢 ＴＤＫ 大阪和歌山

（仙台市） 内野手 近藤 恭平 ＴＤＫ

第１代表

NTT西日本 投手 公文 克彦 大阪ガス

外野手 菅原 翔 ＴＤＫ （大阪市） 捕手 小野 和隆 大阪ガス

第２代表

七十七銀行 投手 沖山 勇介 日本製紙石巻 外野手 加嶋 健志郎 大阪ガス

（仙台市） 阿部 正大 ＴＤＫ

第２代表

日本生命 投手 山田 幸二郎 大阪ガス

内野手 阿部 博明 ＴＤＫ （大阪市） 外野手 藤原 大輔 大阪ガス

北信越 亀山 祐輝 大阪ガス

第１代表 バイタルネット（新潟市） 投手 岡本 佑司 信越硬式野球クラブ
第３代表

パナソニック 内野手 北山 恵丞 大阪ガス

北関東 （門真市） 小倉 飛鳥 大阪ガス

第１代表

住友金属鹿島 投手 大場 達也 日立製作所 兵　庫

（鹿嶋市） 中村 良憲 日立製作所
第１代表

新日本製鐵広畑
なし

外野手 高橋 淳徳 日立製作所 （姫路市）

第２代表
富士重工業 内野手 田中 政則 日立製作所

第２代表
三菱重工神戸 投手 狩野 翔平 関西メディカルスポーツ学院

（太田市） 大久保 寛之 日立製作所 （神戸市）

南関東 中　国

第１代表
日本通運 投手 三橋 尚文 ＪＦＥ東日本

第１代表

三菱重工広島 投手 岩澤 正登 ＪＦＥ西日本

（さいたま市） 外野手 落合 成紀 ＪＦＥ東日本 （広島市） 内野手 橋本 拓也 ＪＦＥ西日本

第２代表 Ｈｏｎｄａ（狭山市） なし 高岡 一朗 ＪＦＥ西日本

東　京

第２代表

伯和ビクトリーズ 投手 田原 誠次 三菱自動車倉敷オーシャンズ

第１代表
ＪＲ東日本 投手 小高 幸一 鷺宮製作所 （東広島市） 内野手 岸村 祥太郎 ツネイシ

（東京都） 外野手 村上 純平 鷺宮製作所 外野手 蛯原 哲也 三菱自動車倉敷オーシャンズ

第２代表
ＮＴＴ東日本 投手 藤丸 翔 鷺宮製作所 四　国

（東京都） 内野手 芦川 晃也 鷺宮製作所

第１代表

四国銀行 内野手 山本 良太 ＪＲ四国

第３代表 セガサミー（東京都） 投手 高橋 広志 鷺宮製作所 （高知市） 上野 翔 ＪＲ四国

第４代表

東京ガス 投手 高山 亮太 鷺宮製作所 外野手 西村 雅之 ＪＲ四国

（東京都） 上松 英一朗 明治安田生命 九　州

外野手 荒川 正志 明治安田生命

第１代表

Ｈｏｎｄａ熊本 投手 幸松 司 九州三菱自動車

神奈川 （大津町） 内野手 野口 心 三菱重工長崎

推薦 東芝（川崎市） なし 伊藤 大輔 三菱重工長崎

第１代表 ＪＸ-ＥＮＥＯＳ（横浜市） なし

第２代表

ＪＲ九州 投手 一岡 竜司 沖データコンピュータ教育学院

第２代表 三菱重工横浜 なし （北九州市） 内野手 三丸 大地 沖データコンピュータ教育学院

東　海 外野手 藤内 滝太 新日鐵大分ベースボールクラブ

第１代表
東海理化 投手 祖父江 大輔 トヨタ自動車

（豊川市） 内野手 南 善規 東邦ガス

第２代表

王子製紙 投手 小椋 健太 東邦ガス

（春日井市）
内野手

秦 健悟 トヨタ自動車

山本 明大 東邦ガス

第３代表

三菱重工名古屋 投手 岩崎 司 トヨタ自動車

（名古屋市） 内野手 坂田 篤彦 トヨタ自動車

外野手 平手 敬介 Ｈｏｎｄａ鈴鹿

第４代表

ヤマハ 投手 水田 裕 東邦ガス

（浜松市） 内野手 高阪 行俊 トヨタ自動車

外野手 藤原 航平 トヨタ自動車

第５代表

西濃運輸 内野手 佐野 比呂人 トヨタ自動車

（大垣市） 外野手 秋田 祥孝 トヨタ自動車

外野手 亀谷 信吾 トヨタ自動車

第６代表

ＪＲ東海 内野手 白川 昌史 東邦ガス

（名古屋市） 内野手 福田 康一 トヨタ自動車

外野手 前田 英勝 東邦ガス


	総一覧表 ① 

