
所属チーム 役職 最終プロ球団

伊藤 博 北海道ガス コーチ,外野 読売巨人軍

岡上 和典 ツネイシブルーパイレーツ コーチ 広島東洋カープ

伊原 春樹 茨城トヨペット コーチ 埼玉西武ライオンズ

古屋 剛 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 監督 埼玉西武ライオンズ

高良 一輝 エナジック 投手 北海道日本ハムファイターズ

塩屋 大輔 野田サンダーズ 投手 オリックス野球クラブ

星野 大地 ＳＵＮホールディングス コーチ 福岡ソフトバンクホークス

篠原 慎平 THINKﾌｨｯﾄﾈｽ･GOLD'S GYMﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 投手 読売巨人軍

松崎 啄也 鹿沼３９ 捕手 読売巨人軍

水田 圭介 ロキテクノベースボールクラブ コーチ,内野手 東京ヤクルトスワローズ

佐藤 世那 横浜球友クラブ 投手 オリックス

大田 阿斗里 警視庁野球部 投手 オリックス

榊原 諒 全三重クラフ゛ 投手 オリックス

大島 公一 イートファクトリーベースボールクラブ 監督 オリックスバファローズ

所属チーム 役職 最終プロ球団

笠原 拓海 郡山アスレチックスBC 投手 福島ホープス

橋爪 脩祐 茅ヶ崎サザンカイツ 外野 栃木ゴールデンブレーブス

赤尾 俊輔 広島鯉城クラブ 捕手 栃木ゴールデンブレーブス

加藤 博人 日立製作所 コーチ 新潟アルビレックスＢＣ

後藤 龍輝 岐阜硬式野球倶楽部 外野 新潟アルビレックスＢＣ

前川 恒 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 外野 新潟アルビレックスＢＣ

渡辺 貴洋 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 投手 新潟アルビレックスＢＣ

秋吉 龍二 福岡ベースボールクラブ 投手 新潟アルビレックスＢＣ

中村 隆 新波 外野 富山サンダーバーズ

高山 亮 全大宮野球団 内野 富山サンダーバーズ

浅見 修兵 新波 投手 滋賀ユナイテッドＢＣ

竹中 成 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 捕手 滋賀ユナイテッドＢＣ

安澤 慣太 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 捕手 滋賀ユナイテッドＢＣ

田邊 正尊 ＷＥＥＤしらおい 投手 愛媛マンダリンパイレーツ

繁田 隼 TSUKUMO BASEBALL CLUB 内野 愛媛マンダリンパイレーツ

西村 悟 REXパワーズ 内野 愛媛マンダリンパイレーツ

深瀬 大輔 スクールパートナー硬式野球部 投手 徳島インディゴソックス

藤原 蔵太 ＪＦＡＭ　ＥＭＡＮＯＮ 外野 高知ファイティングドッグス

岡部 峻太 九州三菱自動車 投手 高知ファイティングドッグス

石井 新多 湘南ひらつかﾏﾙﾕｳﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 内野 高知ファイティングドッグス

山城 則治 ビッグ開発ベースボールクラブ 内野 高知ファイティングドッグス

加藤 佳樹 ＴＦＵクラブ 投手 高知ファイティングドッグス

高井 啓行 岐阜硬式野球倶楽部 外野 県民球団長崎セインツ

那須 翔 ＯＢＣ高島 外野 ０６ＢＵＬＬＳ

石毛 博史 BANDITS BASEBALL CLUB 監督 ０６ＢＵＬＬＳ

岩城 孝徳 郡山アスレチックスBC 内野 和歌山ファイティングバーズ

金城 力樹 郡山アスレチックスBC 内野 和歌山ファイティングバーズ

高橋 祥 THINKﾌｨｯﾄﾈｽ･GOLD'S GYMﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 外野手 福島ホープス

西瀧 雄大 BANDITS BASEBALL CLUB 投手 栃木ゴールデンブレーブス

伊藤 匠 THINKﾌｨｯﾄﾈｽ･GOLD'S GYMﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 外野手 新潟アルビレックスベースボールクラブ

小林 峻 千曲川硬式野球クラブ 外野手 信濃グランセローズ

長尾 駿 郡山ベースボールクラブ 内野手 富山サンダーバーズ

溝井 琴博 須賀川クラブ 内野手 石川ミリオンスターズ

鍵田 匡宏 湖南ベースボールクラブ 内野手 滋賀ユナイテッドベースボールクラブ

嘉数 勇人 千葉熱血ＭＡＫＩＮＧ 投手 高知ファイティングドッグス

浅利 光晴 ホグレル 内野手 姫路ＧｏＴｏ WOLD

藤川 康暉 愛知ベースボール倶楽部 外野手 姫路ＧｏＴｏ WOLD

菅原 祥太 新波 外野手 プエルトリコアイランダーズ

森岡 大和 深谷組 内野手 群馬ダイヤモンドペガサス

小松 大和 東北マークス 役員,投手 群馬ダイヤモンドペガサス

峯岸 宗大 都幾川倶楽部硬式野球団 内野手 信濃グランセローズ

小川 敦 千葉熱血ＭＡＫＩＮＧ 投手 愛媛マンダリンパイレーツ

知賀 涼介 TOKUSHIMA　ASTROS
コーチ,外野
手

徳島インディゴソックス

新井 瑞貴 TOKUSHIMA　ASTROS 監督,内野手 徳島インディゴソックス

榎本 翔太 イートファクトリーベースボールクラブ 投手 高知ファイティングドッグス

飛田 登志貴 THINKﾌｨｯﾄﾈｽ･GOLD'S GYMﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 投手 高知ファイティングドッグス
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