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2017 年 8 月 28 日  

  

PRESS RELEASE  
  

報道機関各位  

公益財団法人日本野球連盟

株式会社 NPB エンタープライズ  

 
  

「第 28 回 BFA アジア選手権」侍ジャパン社会人代表メンバー決定について  

 

  

2017 年 10 月に開催される「第 28 回 BFA アジア選手権」に出場する野球日本代表「侍ジャ

パン」社会人代表の役員およびメンバーが以下のとおり決定いたしました。  

  

＜役員＞  

  背番号  氏  名  備 考  

団長    坂口  雅久  一般財団法人全日本野球協会  

監督  71  石井  章夫  東京ガス  

コーチ  72  棚橋  祐司  王子  

コーチ  73  若林  重喜  JX-ENEOS  

コーチ  74  杉浦  正則  日本生命  

トレーナー    草場  昭宏  トヨタ自動車  

トレーナー    土肥  崇嗣  日本通運  

マネージャー    佐藤  栄一  公益財団法人日本野球連盟  

審判    大都  篤●  大阪府野球連盟  
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背番号  氏 名  所属チーム  投打  生年月日  

出身校  

高校  大学  

投手  11  渡邉啓太  NTT 東日本  右右  1993/9/13  いわき光洋高  神奈川工科大  

  13  鈴木健矢  JX-ENEOS  右左  1997/12/11  木更津総合高    

  14  平尾奎太  Honda 鈴鹿  左左  1994/6/21  大阪桐蔭高  同志社大  

  15  阿部良亮  日本通運  右左  1992/9/7  浦和学院高  東洋大  

  16  鈴木博志  ヤマハ  右右  1997/3/22  磐田東高    

  17  田嶋大樹  JR 東日本  左左  1996/8/3  佐野日大高    

  18  谷川昌希  九州三菱自動車  右右  1992/10/6  筑陽学園高  東京農業大  

  19  佐竹功年  トヨタ自動車  右右  1983/10/14  土庄高  早稲田大  

捕手  22  山内佑規  東京ガス  右右  1988/9/9  桐蔭学園高  明治大  

  24  大城卓三  NTT 西日本  右左  1993/2/11  東海大相模高  東海大  

  27  木南了  日本通運  右右  1992/4/10  千葉経済大附高  帝京大  

  36  細山田武史  トヨタ自動車  右右  1986/4/29  鹿児島城西高  早稲田大  

内野手  2  田中俊太  日立製作所  右左  1993/8/18  東海大相模高  東海大  

  4  北村祥治  トヨタ自動車  右右  1994/1/23  星稜高  亜細亜大  

  6  渡邉貴美男  JX-ENEOS  右左  1988/11/12  文星芸大附校  国学院大  

  7  藤岡裕大  トヨタ自動車  右左  1993/8/8  岡山理大附高  亜細亜大  

  8  福田周平  NTT 東日本  右左  1992/8/8  広陵高  明治大  

  9  若林晃弘  JX-ENEOS  右両  1993/8/26  桐蔭学園高  法政大  

  10  伊礼翼  王子  右左  1990/2/11  読谷高  九州共立大  

外野手  1  神里和毅  日本生命  右左  1994/1/17  糸満高  中央大  

  3  長谷川拓真  JR 東日本  右右  1992/5/13  東海大菅生高  国際武道大  

  23  佐藤旭  東芝  右右  1992/10/9  慶応義塾高  慶応義塾大  

  25  菅野剛士  日立製作所  右左  1993/5/6  東海大相模高  明治大  

  28  笹川晃平  東京ガス  右右  1994/4/21  浦和学院高  東洋大  
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【大会直前合宿】  日 時：2017 年 9 月 26 日

（火）～30 日（土）  場 所：東京都内近郊  

9 月 26 日（火）：集合・PM 練習（予定）  

27 日（水）：OP 戦 13:00～（vs 千葉ロッテマリーンズ 2 軍 場所：ロッテ浦和球場）  

28 日（木）：OP 戦 11:00～（vs NTT 東日本 場所：NTT 東日本船橋グラウンド）  

29 日（金）：OP 戦 13:00～（vs 東京ガス 場所：東京ガス大森グラウンド）  

30 日（土）：出国・台湾へ移動、PM 練習  

＜注意事項＞  

  ・本合宿は一般の方も見学可能ですが、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。  

  ・雨天時はスケジュール変更になる場合がございます。予めご了承ください。  

  

 

【第 28 回 BFA アジア選手権大会】 開催場所：台湾（新北市、台北市）グループ A：韓国

（3）、チャイニーズ・タイペイ（4）、フィリピン（35）、スリランカ（49）グループ B：日

本（1）、中国（22）、パキスタン（24）、香港（28）、  

※カッコ内は 8 月 28 日時点の WBSC 野球ランキング  

日付  時間  球場  #  ホーム     ビジター  

10/2(月)  

12:00  HsingChuang  1  日本   vs  香港  

09:30  Tien-Mou  2  韓国   vs  スリランカ  

17:40  HsingChuang   開会式   

18:30  HsingChuang  3  チャイニーズ・タイペイ   vs  フィリピン  

13:30  Tien-Mou  4  中国    vs  パキスタン  

10/3(火)  

12:00  HsingChuang  5  パキスタン   vs  日本  

12:00  Tien-Mou  6  中国   vs  香港  

18:30  HsingChuang  7  チャイニーズ・タイペイ   vs  韓国  

18:30  Tien-Mou  8  フィリピン   Vs  スリランカ  

10/4(水)  

12:00  HsingChuang  9  日本   vs  中国  

12:00  Tien-Mou  10  香港   vs  パキスタン  

18:30  HsingChuang  11  スリランカ   vs  チャイニーズ・タイペイ  

18:30  Tien-Mou  12  韓国   vs  フィリピン  

10/5(木)   休日    
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  SEMIFINALS（SUPER ROUND）    

10/6(金)  

12:00  Tien-Mou  13  グループ A 3 位   vs  グループ B 4 位  

12:00  HsingChuang  14  グループ A 1 位   vs  グループ B 2 位  

18:00  Tien-Mou  15  グループ B 3 位   vs  グループ A 4 位  

12:00 HsingChuang  16  グループ B 1 位  

日 本 

 vs  グループ A 2 位  

韓 国 

10/7(土)  

12:00  Tien-Mou  17  グループ A 3 位   vs  グループ B 3 位  

12:00  HsingChuang  18  グループ A 2 位   vs  グループ B 2 位  

18:00  Tien-Mou  19  グループ A 4 位   vs  グループ B 4 位  

18:00  HsingChuang  20  グループ A 1 位   vs  グループ B 1 位  

  FINALS    

10/8(日）  

12:00  HsingChuang  21  3 位   vs  4 位  

18:00  HsingChuang  22  1 位   vs  2 位  

21:30  HsingChuang   閉会式   

 ※赤字…時間変更 


