
第88回都市対抗野球
第二次予選東北大会

会期：平成29年6月3日(土)～6月9日(金) 7日間 雨天順延
会場：こまちスタジアム・さきがけ八橋球場



第88回都市対抗野球第二次予選東北大会組合せ

会期：平成29年6月3日(土)～6月9日(金) 7日間 雨天順延
会場：(こ)こまちスタジアム・(八)さきがけ八橋球場



TDK にかほ市

阿部 博明 監督
３年ぶりの代表権を勝ち取る。投手陣は中野・秋山・中島
に期待。打撃陣では近藤の前にいかにランナーを溜めるかが
カギとなる。守りの要、捕手の大井にも期待する。初戦でリズ
ムをつかみ、一投一打に奮闘する。地元の熱い応援をうけ、
本大会出場を目指す。

前田 憲麻主将
秋田開催で会社、地元の応援を受けて新たな歴史
を創れるように今のメンバーで代表権を勝ち取る。
人一倍元気を出して、チームを牽引する。

加藤 介馬 内野手
自分のバットでチームの勝利を
掴む。セールスポイントは勝負
強さ。

夏井 健吉 内野手
挑戦者の気持ちで代表権を
勝ち取る。いやらしく次につな
げるプレーを目指す。

小川 裕人 外野手
地元秋田開催なので必ず、
代表を取る。勝負強く、長打
力でチームに貢献する。

秋山 翔夢 投手
１年間この大会の為に準備
してきた。多彩な球種とコン
トロールで本大会を目指す。

中野 隆之 投手
４月に亡くなった祖父との約
束の本大会のウイニングボール
を必ず持ち帰る。得意のスライ
ダーで打者を打ち取る。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校
部長 山本　利昭 52 明治大
副部長 鈴木　光一 55 立教大
〃 佐藤　康典 47 秋田経法大附属高
監督 40 阿部　博明 38 八戸工業大
コーチ 44 佐々木陽祐 30 秋田商業高
〃 56 岩井　秀樹 34 八戸大
〃 47 齋藤　和真 29 西目高

マネジャー 松岡　純平 29 東北福祉大
○ 投手 11 小木田敦也 18 角館高
○ 〃 12 荒澤　郁野 18 山形中央高

〃 13 中條　健佑 26 東日本国際大
〃 14 齊　　真輝 25 東海大
〃 15 中島　和俊 19 秋田南高

○ 〃 16 畠山　慎平 22 ノースアジア大
〃 17 秋山　翔夢 24 八戸学院大
〃 18 加藤　雅也 24 国際武道大

○ 〃 19 阿部　勇星 22 流通経済大
△ 〃 20 中野　隆之 25 PL学園高

〃 21 高橋　佑輝 28 本荘高
○ 捕手 22 吉川　心平 22 東北福祉大

〃 27 菊地貫太朗 25 横浜商科大
〃 28 大井　佑磨 24 富士大

内野手 0 上野　司 28 常磐大
〃 2 山本　大了 34 日本大
〃 3 夏井　健吉 26 富士大
〃 4 加藤　介馬 24 横浜商科大
〃 5 皆川　普 23 法政大

◎ 〃 7 前田　憲麻 28 上武大
〃 10 小幡　和弘 23 八戸学院大
〃 25 近藤　恭平 29 東海大

外野手 1 岩佐　一樹 28 八戸大
〃 6 佐藤　弘典 27 富士大
〃 8 佐藤　秀栄 25 東洋大
〃 9 森　　椋太 26 東洋大
〃 24 青木　玲磨 19 仙台育英高
〃 29 小川　裕人 23 東北福祉大

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在





JR秋田 秋田市

工藤 達哉監督
会社の応援も強化していただいているので強豪チーム
を倒して本戦出場を目指す。投手陣では鈴木・簾内
が軸となり、攻撃陣では麻生・遠藤・佐々木が軸とな
る。長打が魅力の山田がキーマンとなる。足を絡めた
野球で攻撃のリズムを作り、戦っていきたい。

佐々木 浩晃主将
秋田第2代表として粘り強く、全力プレーを心がける。
主将、4番としてチャンスでの打点にこだわり、１戦１
戦、強い気持ちで臨み打撃陣が投手陣を引っ張る。

鈴木 雄大投手
まずは１つでも多く勝っていい成績
を残したい。無駄な四球を出さず
に打たせて取るピッチングに徹する。

簾内 祐哉投手
地元開催なので応援の力をかりて、
全力でプレーする。四球に注意して
相手に先制点を与えないピッチング
を心がける。

山田 一貴外野手
ケガで出遅れた分２次予選
で取り返す。力強いスイングで
長打を狙う。

柳田 一樹内野手
守備でリズムをつくり攻撃につなげる。
１つでも多く強豪を倒すことが目標。

守沢 康陽外野手
バッティングでチームを引っ張る。
持ち味は積極的なバッティング
と長打力。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校
部長 塩原　敬 46 東京大
副部長 長谷川　弘幸 43 東京大
〃 渡邊　一弘 41 早稲田大
監督 33 工藤　達哉 40 秋田商業高
コーチ 34 柴田　友幸 39 秋田商業高
〃 35 大石　元 37 秋田商業高
〃 37 山田　達哉 31 秋田商業高
〃 17 小野　了 30 中央大

マネジャー 佐々木　祐希 37 秋田商業高
〃 進藤　友也 30 秋田中央高
投手 0 山下　歩 34 弘前南高
〃 5 佐久間　亮介 23 大館鳳鳴高
〃 11 伊藤　爵寿 27 中央大
〃 12 鈴木　雄大 25 由利高

○ 〃 13 佐々木　優斗 18 大曲工業高
〃 14 橋本　翼 23 大曲工業高
〃 16 大野　塁 22 秋田商業高
〃 17 小野　了 30 中央大
〃 18 簾内　祐哉 26 秋田商業高
〃 19 渋田　大輔 28 北海道教育大函館校
〃 20 若松　達也 20 角館高
〃 21 浅川　洵 22 大館鳳鳴高
〃 47 佐々木　陽也 19 日本大山形高
捕手 3 遠藤　野歩 29 筑波大
〃 22 細田　拓朗 20 能代高
〃 24 畠山　賢二朗 22 秋田南高
〃 33 工藤　達哉 40 秋田商業高

○ 内野手 2 柳田　一樹 22 立正大
〃 4 麻生　真 24 岩手大
〃 6 佐藤　弘大 29 秋田経法大附属高
〃 7 佐々木　大基 22 大曲工業高
〃 8 齋藤　正明 30 秋田大
〃 9 佐々木　将 20 大曲工業高
〃 27 鎌田　智成 34 秋田工業高
〃 37 山田　達哉 31 秋田商業高
〃 41 中野　星夜 19 大曲工業高

外野手 1 山田　一貴 23 能代商業高
〃 10 半田　洸 23 國學院大
〃 15 小野寺　将樹 27 秋田商業高

○ 〃 23 小野　魁晟 18 秋田中央高
〃 25 佐々木　祥也 20 秋田北鷹高

◎ 〃 26 佐々木　浩晃 26 大曲工業高
○ 〃 28 守沢　康陽 18 大曲工業高

〃 29 長谷川　誠 21 秋田南高
〃 44 工藤　涼佑 20 秋田南高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



秋田第二代表

JR秋田
秋田市
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