
第88回都市対抗野球一次予選
秋田県大会 開幕

会期:平成29年5月19日(金)～21日(日)
雨天順延

球場:さきがけ八橋球場

ＪＡＢＡ秋田県野球連盟



都市対抗野球について
都市対抗野球は日本選手権大会と並ぶ社会人野球の二大タイト
ルのひとつです。「都市名・チーム名」という独特の表記や「補強選手
制度」をはじめ、「地域の代表」としてアマチュア野球日本一の座を
争う大会となっています。各地の社会人・クラブチームが繰り広げる
熱戦、独自の制度である「補強制度」、郷土色豊かな応援合戦な
どに根強いファンも多い。

補強制度について
都市対抗出場チームが、予選敗退チームから選手の応援を
得てチームを強化する制度。プロ野球が2リーグ制になった際、
社会人野球から大量に選手の引き抜きが行われたため1950
年の第21回大会から採用されました。当初は1次予選で5人、
2次予選で5人の計10人補強ができたが、78年の第49回
大会から5人までになり、2010年の81回大会からは3人まで
となりました。都市の代表として最強のチームを編成するのが狙
いで発足しました。

都市対抗野球の歴史ついて
1927年（昭和2年）8月3日、神宮球場で12チームが出場して
第1回大会が開かれました。開催のアイデアを出したのは東京日
日新聞（現毎日新聞）の記者、島崎新太郎でした。当時、野球
は中等学校（現在の高校）、東京六大学野球が人気を集めて
いて、プロ野球はまだありませんでした。ですからファンが、かつて中
等学校や大学野球の花形だった選手のプレーをもう一度見たいと
願っても不可能で、こうしたファンの要請に応えるため、島崎は米
国の大リーグのように都市を基盤とした実業団野球の開催を思い
つきました。東京日日新聞も、第1回早慶戦で早稲田大の主将で、
島崎と同期だった橋戸頑鉄（本名・信）を客員に迎えて準備を
重ね、大会にこぎ着けたとされています。



ＴＤＫ

【スローガン】
『信頼』～這い上がる為に～

【投手力】
投手陣は、経験豊富な高橋を中心に、力強い投球が魅力の
加藤(雅)、緩急をつけた投球が持ち味の秋山、個性豊かな
選手が揃っている。また、新戦力として、移籍の中野、阿部、
畠山、小木田、荒澤も好投手で期待ができる。

【打力】
打線は、⾧打力のある近藤、佐藤(弘)が軸となり、シュアな打
撃の前田、上野、勝負強い岩佐など上位から下位まで切れ
目のない打線ができた。チャンスを確実にモノにする打撃陣。

【守備力】
センターラインを中心に、鉄壁の守りを目指す。夏井、皆川が
内野の中心となり、守備を引っ張る。また、キャプテンの前田が、
声とプレーでチームを引っ張っている。

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

〃 21 高橋　佑輝 28 本荘高

○ 捕手 22 吉川　心平 22 東北福祉大

〃 27 菊地貫太郎 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　晋 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　祐人 23 東北福祉大

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



秋田ベースボールクラブ

【スローガン】
声・全力疾走・カバー

【投手力】
エース石黒(聡)を軸にベテランの富田、成長著しい2年目の石
黒(広)を中心にゲームを作りたい。

【打力】
得点力不足が課題であったが、2年目の選手たちが成長してき
た。俊足の伊藤、中川が出塁し、中軸の山打、遠藤、鈴木
(雄)に繋いでいきたい。また、各自がチームバッティングを意識で
きるようになり、足も絡めて得点力アップしたい。

【守備力】
内野手の守備力は課題であるが、外野手は俊足・強肩の選手
が多い。四球と失策を一つでも減らし、最小失点に抑えたい。

【新人】
・加藤 陸 投手
コーナーをつくテンポの良い投球が売りの右の技巧派

・信太 翔貴 投手
ストレートに威力がある右の本格派

・澤石 卓磨 内野手
走・攻・守三拍子揃った内野手

・河内 斗真 外野手
広い守備範囲の強肩外野手

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

部⾧ 33 石黒　茂樹 51 秋田工業高

副部⾧ 34 福井　俊治 51 秋田工業高

監督 31 堀江　憲司 39 秋田中央高

コーチ 10 中村　輝 41 新屋高

〃 17 富田　知也 40 新屋高

〃 55 佐々木　誠 48 国学館高

〃 37 成田　康輝 37 新屋高

マネジャー 99 成海　恵

〃 89 倉田　静流

その他 88 成海　恒雄 49 新潟工業高

投手 11 石黒　広大 23 弘前大

○ 〃 12 加藤　陸 18 新屋高

〃 15 五十嵐　拓海 19 秋田工業高

○ 〃 16 信太　翔貴 18 金足農業高

〃 17 富田　知也 40 新屋高

〃 19 斉藤　寛太 24 秋田工業高

〃 21 石黒　聡一郎 25 男鹿工業高

〃 44 今　大 40 大曲農業高

捕手 3 山打　大樹 21 能代松陽高

〃 22 鈴木　雄也 23 新屋高

◎ 〃 27 鈴木　雄大 29 秋田工業高

〃 88 成海　恒雄 49 新潟工業高

○ 内野手 1 澤石　卓磨 20 秋田工業高等専門校

〃 4 畠山　優 25 男鹿海洋高

〃 5 中川　優 27 金足農業高

〃 6 前川　貴大 24 秋田修英高

〃 20 目黒　清和 41 秋田修英高

〃 23 星野　達哉 26 秋田工業高

〃 25 塚田　翔矢 25 新屋高

〃 31 堀江　憲司 39 秋田中央高

〃 33 石黒　茂樹 51 秋田工業高

〃 34 福井　俊治 51 秋田工業高

〃 55 佐々木　誠 48 国学館高

○ 外野手 7 河内　斗真 18 五城目高

〃 8 遠藤　凌雲 23 盛岡大

〃 9 仙葉　卓也 37 秋田経済法科大

〃 10 中村　輝 41 新屋高

〃 24 進藤　祐介 22 秋田工業高

〃 29 杉本　司 32 男鹿工業高

〃 35 佐々木　真樹 51 秋田大

〃 37 成田　康輝 37 新屋高

〃 52 伊藤　直人 19 秋田工業高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



能代松陵クラブ

【スローガン】
甘球必打

【投手力】
経験豊富な菅原、銭谷が軸。
中堅の大越、２年目の渡辺、新人の小玉を絡め、継投策で
臨む。

【打力】
一発⾧打がある田村、赤塚の攻撃的１，２番を藤原、岸部、
石井のクリーンアップで返す打ち勝つ展開にしたい。
下位にも金野、高階としぶとい打者を置き、切れ目の無い打
線を目指す。

【守備力】
失点を最小限にする為、「当たり前のプレーをする」ことを心が
け、１個のアウトにこだわりたい。

【新人】
・小玉 健 投手

３０歳のオールドルーキー。軟式で培った投球術と力強い
ストレートが武器。

・石井 陽夏 捕手
恵まれた体格を活かした⾧打力が魅力。

・木村 颯 内野手
宮城のTFUクラブから移籍。これまでのチームに足りなかった
小技で新風を吹き込む。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

名誉部⾧ 佐藤　満 90 東京大

部⾧ 77 田口　俊成 50 筑波大

監督 8 猿田　由紀夫 45 武蔵大

コーチ 18 伊藤　金弥 43 能代商業高

〃 7 高階　聖人 43 秋田経済法科大

〃 55 山田　祐也 31 能代工業高

マネジャー 工藤　里穂 鷹巣高

投手 11 渡辺　皓貴 23 東北学院大

○ 〃 15 小玉　健 30 秋田経法大附属高

〃 16 工藤　涼寿 27 金足農業高

〃 18 伊藤　金弥 43 能代商業高

〃 19 菅原　達郎 34 秋田商業高

〃 20 銭谷　一真 31 ノースアジア大

〃 27 澤田石　貴彦 25 秋田商業高

〃 54 大越　瞬 26 能代工業高

○ 捕手 2 石井　陽夏 19 明桜高

◎ 〃 10 岸部　剛也 31 能代工業高

〃 31 桂田　裕太郎 27 能代高

内野手 0 藤島　哨平 24 鷹巣高

△ 〃 4 木村　颯 23 東北学院大

〃 3 寺崎　泰平 31 能代工業高

〃 5 藤島　友治 26 鷹巣高

〃 8 猿田　由紀夫 45 武蔵大

〃 55 山田　祐也 31 能代工業高

〃 66 佐藤　大介 35 能代高

〃 77 田口　俊成 50 能代高

外野手 1 田村　勇太 28 能代高

〃 6 赤塚　竜太朗 23 能代高

〃 7 高階　聖人 43 秋田経済法科大

〃 9 福司　慎也 23 能代商業高

〃 23 西方　雄貴 24 能代商業高

〃 32 金野　宇宙 29 鷹巣高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



秋田王冠クラブ

【スローガン】
《 アマチュア野球 最高峰の真剣勝負

～一球一打で喜びと感動を届ける～ 》

【投手力】
ベテランの三浦(裕)を中心とした投手陣に、今年は３名の新
人が加わり、うまく継投しながら安定した試合運びを心掛けた
い。

【打力】
主砲の小嶋(基)と成⾧著しい１番バッターの高橋(翔)を中心
に、繋がる打線を意識している。チャンスにはしっかり集中し、機
動力も使いながら得点を重ねていきたい。

【守備力】
基本的には、投手陣を中心とした守りのチームだと考えている
が、試合では逆に守りから崩れてしまうケースもあるので、しっか
りと練習していきたい。

【新人】
・照井大翔(ﾋﾛﾄ) 投手
右の本格派

・大友丞(ﾀｸﾐ) 投手
多彩な変化球、特にキレのいいスライダーが武器

・武田幸也(ﾕｷﾔ) 投手
安定した制球力で試合を作ります

・大竹慎司(ｼﾝｼﾞ) 内野手
積極的な打撃と全力プレーが魅力

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

部⾧ 高橋　紀晴 49 秋田南高

副部⾧ 11 三浦　裕之 46 西目高

監督 23 加藤　大輔 40 秋田商業高

コーチ 15 小嶋　基晴 40 西目高

〃 3 佐藤　功徳 40 秋田商業高

〃 29 石山　伸 44 秋田大

マネジャー 藤原　幸子 新屋高

投手 11 三浦　裕之 46 西目高

○ 〃 16 照井　大翔 18 六郷高

〃 20 進藤　須王 19 西仙北高

○ 〃 21 大友　丞 18 由利工業高

〃 22 三浦　拓也 26 秋田大

〃 28 竹村　康平 20 西仙北高

○ 〃 35 武田　幸也 20 大曲工業高

〃 47 冨岡　亮佑 25 青森中央学院大

捕手 9 吹谷　泰基 20 西仙北高

◎ 〃 10 柿崎　貴之 37 秋田大

内野手 3 佐藤　功徳 40 秋田商業高

〃 4 藤田　公博 46 秋田商業高

〃 5 佐藤　大亮 25 平成高

〃 6 荒川　晃輔 22 秋田西高

〃 8 大友　良平 42 秋田中央高

〃 13 佐藤　和樹 20 秋田工業高

〃 14 大友　直樹 41 秋田大

〃 15 小嶋　基晴 40 西目高

〃 17 酒井　大輔 34 秋田大

〃 18 河本　優也 25 東北福祉大

○ 〃 25 大竹　慎司 18 由利工業高

〃 27 戸田　駿平 19 平成高

〃 29 石山　伸 44 秋田大

〃 32 伊藤　竜生 20 由利工業高

〃 57 夏井　一志 33 青山学院大

外野手 高橋　紀晴 49 秋田南高

〃 19 佐藤　祐弥 19 由利工業高

〃 23 加藤　大輔 40 秋田商業高

〃 24 高橋　翔平 24 立教大

〃 26 村上　駿 19 由利工業高

〃 31 佐藤　清平 25 北海道情報大

〃 41 栗山　和正 26 東北学院大

〃 51 一ノ関　大将 26 秋田大

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



ゴールデンリバース

【スローガン】
『友情・努力・勝利』そして感謝

【投手力】
経験豊富な小沼、佐藤(智)や左腕の斎藤(昴)、新人の保
坂らを中心に多種多様な投手陣が揃った。

【打力】
１番・真木とクリーンアップの遠山、岩見(正)がキーマンとなる
が、左の永田が成⾧。更に新人の細田が加わり打線に厚みが
増した。
集中打で一気に畳み掛ける攻撃と相手の隙を突いた走塁を
目指す。

【守備力】
ベテラン捕手の松田を中心に、内・外野ともに守備力は上がっ
た。
守りからリズムを作り、試合の流れを大事に粘りの野球を展開
していきたい。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

部⾧ 89 岩見　正人 64 秋田経済大

監督 24 佐藤　直人 39 早稲田大

コーチ 19 木村　智博 36 青森大

〃 33 谷藤　政樹 42 湯沢商工高

マネジャー 佐藤　理子 聖霊女子短期大附高

〃 板垣　優 仁賀保高

投手 11 栗木　拓哉 27 東日本国際大

〃 12 斎藤　昴太 23 西目高

○ 〃 14 佐野　稜磨 23 駒沢大

〃 16 佐藤　智洋 28 富士大

〃 17 佐々木　励 19 西仙北高

〃 18 成田　壮伸 35 青山学院大

〃 19 木村　智博 36 青森大

〃 21 保坂　祐樹 23 中央大

〃 23 富田　訓大 33 東北学院大

○ 〃 47 佐藤　優 18 金足農業高

◎ 捕手 5 田口　悟 34 西目高

〃 20 中田　千大 19 男鹿工業高

〃 22 真坂　隆 38 青森大

〃 25 佐々木　駿介 26 小樽商科大

〃 27 永田　守 23 秋田商業高

〃 37 松田　幸樹 32 横浜商科大

内野手 1 岩見　正道 36 東北学院大

〃 2 真木　宏 31 筑波大

〃 4 小玉　凌大 19 男鹿工業高

〃 6 鈴木　潤 29 秋田商業高

〃 7 遠山　比呂志 29 桜美林大

○ 〃 8 細田　祐次郎 18 能代高

〃 10 熊田　亘 27 石巻専修大

〃 13 岩見　暢朗 39 秋田経済法科大

〃 26 中川　真伍 25 金足農業高

〃 29 大渕　彗士 19 男鹿海洋高

〃 33 谷藤　政樹 42 湯沢商工高

外野手 0 佐々木　将 38 東京農業大生物産業

〃 3 戸井田　貴史 31 上武大

〃 9 佐藤　慶和 39 金足農業高

〃 15 佐藤　伊織 19 金足農業高

〃 24 佐藤　直人 39 早稲田大

○ 〃 28 佐藤　海斗 18 能代松陽高

〃 30 田村　開 21 金足農業高

〃 39 佐藤　雄大 29 秋田中央高

〃 41 小沼　直昭 31 東洋大

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



由利本荘ベースボールクラブ

【スローガン】
「走・攻・守」すべてにおいてスピード感あふれるプレーを心掛け
上位進出を狙う。

【投手力】
投手陣は主戦の篠田、成⾧著しい左腕の阿部、技巧派の伊
藤大を中心に展開。

【打力】
攻撃面の今年の特徴としては 打線のつながりによりビッグイニン
グがつくれている事。
走力の高い上位陣が出塁し機動力を生かした攻撃で相手を

崩して主将の三浦らの中軸で還す形をつくりたい。

【守備力】
守備面ではミスを引きずらずに、いかに悪い流れを断ち切れる
かがカギになると思う。

勝負どころで相手を上回る強いプレーをすることが最大の目標。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

部⾧ 佐々木三知夫 71 早稲田大

監督 34 石黒　悟 53

コーチ 4 宝池　隆 31

〃 14 篠田　陽介 32 東北福祉大

マネジャー 尾留川　真理

○ 〃 熊谷　優里香

○ 〃 佐藤　翔子 秋田大

投手 11 鈴木　彰人 22 由利工業高

〃 13 伊藤　大地 22 由利工業高

〃 14 篠田　陽介 32 東北福祉大

〃 16 北島　祐 21 由利高

〃 18 阿部　勇大 20 酒田南高

○ 〃 19 加賀谷　廉 19 西目高

○ 〃 30 鈴木　彪雅 18 由利工業高

捕手 2 村上　尚紀 29 矢島高

〃 3 土田　雄大 28 東京農業大生物産業学部

〃 6 佐々木　翔 21 本荘高

内野手 0 中嶋　新史 21 本荘高

◎ 〃 1 三浦　貴喜 32 本荘高

〃 4 宝池　隆 31 西目農業高

〃 20 佐藤　雄飛 19 西目高

〃 23 森　瑞生 19 秋田県立大

○ 〃 24 櫻庭　嘉生 22 西目農業高

〃 25 落合　晃 29 秋田経済大附属高

〃 34 石黒　悟 53 由利工業高

〃 55 東海林　拓磨 20 西目農業高

外野手 5 須田　雄人 25 八戸学院大

〃 7 伊藤　佑輔 32 西目農業高

〃 8 工藤　行史 30 ノースアジア大

〃 9 佐藤　将斗 23 本荘高

〃 22 中山　祐基 30 ノースアジア大

〃 27 高橋　聡 29 増田高

○ 〃 31 佐藤　荘太 18 西目高

〃 38 蛸島　治輝 20 釜石高

○ 〃 40 佐藤　仁人 18 由利工業高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



互大設備ダイヤモンドクラブ

「スローガン」
野球は楽しく真剣に‼

「投手力」
右腕の伊藤と左腕の菅原の両エースが中心。
今後は、新人の鎌田と内野手の土田にも期待したい。

「打力」
４番の菊地、ベテランの酒井、⾧打力のある畠山(塁)が中心。
得点圏に走者を置いた状態で３人に繋ぎたい。

「守備力」
特に秀でた選手は居ないが、捕手の犬飼を中心に元気のある
思い切った守備に期待する。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

部⾧ 55 脇屋　憲一 67 秋田工業高

監督 26 藤田　千尋 38 金足農業高

助監督 4 松橋　順 38 金足農業高

コーチ 1 畠山　雄大 36 金足農業高

〃 9 酒井　和也 36 新屋高

〃 23 今野　祐也 35 男鹿工業高

マネジャー 田元　寛美 鎌倉高

〃 山田　香織 五城目高

投手 11 鎌田　智輝 20 秋田工業高

〃 18 伊藤　一麿 22 明桜高

〃 19 菅原　和希 22 五城目高

〃 55 脇屋　憲一 67 秋田工業高

捕手 2 高橋　優太 25 五城目高

〃 6 出原　弘幸 26 秋田工業高

〃 7 河内　拓真 19 五城目高

〃 8 犬飼　広一 27 創価大

〃 26 藤田　千尋 38 金足農業高

〃 29 伊東　和哉 22 ノースアジア大

内野手 0 土田　一輝 18 秋田工業高

〃 3 出原　和樹 19 秋田工業高

〃 4 松橋　順 38 金足農業高

〃 5 菊地　正毅 29 富士大

〃 9 酒井　和也 36 新屋高

〃 25 畠山　塁 23 五城目高

〃 1 畠山　雄大 36 金足農業高

〃 13 伊藤　晋二 20 明桜高

〃 15 阿部　豪 32 五城目高

〃 23 今野　祐也 35 男鹿工業高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



大曲ベースボールクラブ

【スローガン】
「この一球に全力を!」

【投手力】
個々の特⾧を活かした投球でゲームをつくりたい。
また、新加入の戸澤と杉浦の投球に期待したい。

【打力】
佐藤主将を中心とした打線に後藤、阿久津、小松が加わり

打線に厚みが増した。

【守備力】
佐藤を中心に、センターラインを固め最少失点に努める。

【新人】
・戸澤 唯斗 投手

左腕からのクロスファイヤーが武器
・町田 優樹 捕手

強肩、強打に期待
・安藤 啓斗 捕手

捕手のほかに内外野も守れる万能選手

位置 背番号 氏名 年齢 出身校
ﾄﾞﾘｰﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 88 柳葉　敏郎 56 角館高

部⾧ 51 佐藤　弘樹 50 大曲農業高

副部⾧ 31 斉藤　輔 47 秋田商業高

〃 50 川本　仁 45 中央学院大

〃 42 堀井　正二 45 秋田経法大附属高

監督 33 榎　仁司 53 秋田商業高

助監督 44 大信田　誠真 46 金足農業高

コーチ 35 斎藤　卓也 43 大曲農業高

〃 21 湊谷　秀樹 42 大曲農業高

トレーナー 川崎　敦 34 東北文化学園大

〃 大日向　翔吾 29 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

〃 菊地　翼 27 秋田大

マネジャー 奥村　美佳子 衛生看護学院

〃 佐藤　智華 仙台青葉学院短期大

投手 14 高橋　憲龍 25 富士大

○ 〃 16 戸澤　唯斗 18 大曲農業高太田分校

〃 17 本田　翔平 26 金足農業高

〃 18 田口　篤史 33 東洋大

〃 19 藤田　涼平 20 大曲高

〃 21 湊谷　秀樹 42 大曲農業高

〃 24 伊藤　聖恭 21 角館高

〃 34 今野　勝 53 日本体育大

〃 36 杉浦　双亮 41 帝京大

捕手 1 深浦　寛 24 西仙北高

〃 2 佐藤　裕平 30 秋田経法大附属高

〃 4 野村　大介 41 日本大工学部

○ 〃 20 町田　優樹 18 湯沢翔北高

○ 〃 26 安藤　啓斗 18 大曲農業高

〃 35 斎藤　卓也 43 大曲農業高

内野手 0 氏家　教行 30 東洋大

△ 〃 3 小松　宗矢 26 金足農業高

◎ 〃 7 佐藤　昌平 29 国士舘大

〃 12 齋藤　達也 28 大曲工業高

△ 〃 23 後藤　浩幸 36 秋田経法大附属高

〃 25 渡辺　啓太 19 大曲農業高

〃 44 大信田　誠真 46 金足農業高

外野手 5 沓澤　雄翔 23 横手城南高

〃 6 大石　海斗 19 角館高

〃 8 加藤　駿人 26 大曲農業高

〃 9 菊地　伶 27 上武大

〃 10 福田　光弥 21 大曲農業高

〃 11 藤原　敦 36 岩手県立大

〃 22 草薙　拓哉 34 角館高

〃 27 照井　徹 34 大曲工業高

〃 28 加藤　昴也 22 横手城南高

〃 29 湯澤　淳 41 福島大

△ 〃 96 阿久津　裕 37 青森大

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



ノースアジア大校友クラブ

昨年、今年と若い年代の選手が多く加入した。
県内クラブ最多の部員数をほこり、ベテランと若手の融合により、
勢いをつけて大会に臨みたい。

【投手力】
叶谷、岩城を中心に、若い投手陣、二田(天)、八百屋への継
投がカギ。
さらには新人投手、佐々木(新)、菊地(順)も、球速・球威が
期待できる投手である。

【打力】
原田、大門、佐藤(康)と、打力・走力に優れた選手が打線の
要。
鎌田(朋)、新人の中島(貴)の⾧打力にも期待。

【守備力】
西尾、阿部の二遊間を中心に、粘り強い守備により、最少失
点でいかに切り抜けられるかがポイントとなる。

【新人】
・中島貴俊 外野手
パンチ力のある打撃に期待。
・鳥井文明 捕手
落ち着いたプレースタイルとスローイングが武器。

位置 背番号 氏名 年齢 出身校

顧問 小泉　健 70

部⾧ 戸田　忠 83 日本大

副部⾧ 高橋　護 80 日本大

監督 30 土門　重美 52 秋田経済法科大

助監督 31 高田　良則 52 秋田経法大附高

コーチ 32 田村　誠一 52 秋田経法大附高

〃 55 安保　勲 45 秋田経法大附高

〃 34 二田　幸治 42 秋田商業高

〃 42 高嶋　均 46 秋田経済法科大

マネジャー 相川　圭紀 41 秋田経法大附高

〃 佐藤　未来

〃 小林　みなみ

〃 佐藤　梓

〃 石川　瑛梨

○ 〃 五十嵐　美砂

投手 11 叶谷　幸太郎 25 石巻専修大

〃 15 畠山　貴幸 43 秋田経法大附高

〃 16 岩城　俊洋 23 秋田工高

〃 19 二田　天冶 21 明桜高

〃 30 土門　重美 52 秋田経済法科大

〃 34 二田　幸治 42 秋田商業高

〃 90 八百屋　徳樹 19 五城目高

○ 〃 99 佐々木　新 23 金足農業高

捕手 0 佐藤　良介 25 岩手大

〃 9 田村　一真 21 能代商業高

○ 〃 22 鳥井　文明 18 五城目高

〃 24 岸野　慶太 33 平成国際大

〃 61 鎌田　知希 19 秋田商業高

内野手 4 金田　淳吾 28 新屋高

〃 6 清水　秀平 38 秋田経済法科大

〃 10 阿部　裕也 28 東北大

〃 12 有坂　勇人 19 明桜高

〃 21 杉本　健太 19 秋田商業高

〃 25 大門　丈太 25 秋田経法大附高

○ 〃 28 加藤　天斗 21 金足農業高

〃 29 中田　清輝 50 秋田経済法科大

〃 31 高田　良則 52 秋田経法大附高

〃 32 田村　誠一 52 秋田経法大附高

〃 44 佐川　元気 24 角館高

〃 51 佐藤　康一 25 秋田経済法科大

〃 52 今野　圭佑 21 秋田中央高

〃 53 西尾　大河 19 山形中央高

〃 55 安保　勲 45 秋田経法大附高

〃 66 佐藤　理斗 19 明桜高

外野手 1 高橋　誠一 45 秋田経済法科大

〃 7 阿部　孝彦 38 流通経済大

◎ 〃 18 原田　優 25 明桜高

〃 23 石川　優太郎 20 明桜高

〃 26 鎌田　朋芳 21 秋田中央高

〃 33 鈴木　敦則 40 秋田経済法科大

〃 35 平岡　奨 19 秋田西高

○ 〃 37 中島　貴俊 19 秋田南高

〃 39 鈴木　玲 24 西仙北高

〃 42 高嶋　均 46 秋田経済法科大

〃 47 藤原　光星 19 明桜高

◎主将　○新人　△移籍　　※年齢は4月1日現在



ＪＲ秋田

【目標】
都市対抗・日本選手権本選出場

【投手力】
力強いストレートが持味の主戦簾内、変則的な右横手投げの
鈴木の両投手を中心にゲームを作りたい。また、コントロールが
持ち味の大野、新人の佐々木(優)の成⾧と活躍に期待した
い。

【打力】
機動力のある小野寺、麻生が攻撃のリズムを作り、佐々木
(浩)、山田(一)、半田の⾧打で得点をあげてきた。そこへ成⾧
著しい右の佐々木(大)、新人の柳田が加わったことで切れ目
のない打線となり得点力アップが見込まれる。

【守備力】
守備範囲の広い二遊間と、外野陣の守備は高いレベルにある。
より失点を抑えていくためにもバッテリーを中心に細かいミスを減
らし、ピンチであっても攻めの守備を徹底したい。

【新人】
・佐々木 優斗 投手
キレのあるストレートとスライダーが持味

・柳田 一樹 内野手
パンチ力のある打撃と安定した守備が魅力

・小野 魁晟 外野手
⾧打の打てる期待の左打者

・守沢 康陽 外野手
広角に打ち分ける器用な打者

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
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