
会期：2017年8月11日(金)～13日(日)
場所：鶴岡ドリームスタジアム

酒田光が丘野球場





佐藤 直人 監督
昨年は優勝して全国大会に出場したので、2年連続
を目標に東北チャンピオンを目指します。
チームの状況も県大会よりもアップしてきているので全
国大会で１つでも多く勝ちたい。

田口 悟 主将
全国大会出場が一番。投手陣を引っ張っていきます。
打撃では打点にこだわって頑張ります。

板垣 優 マネジャー
県予選がいい流れできたので、
その勢いのまま東北大会を
勝ってほしい。

戸井田 貴史 外野手
東北大会2連覇を目指して
頑張ります。

佐藤 海斗 外野手
全国大会出場のため「元気」
でチームを引っ張っていきます。

永田 守 捕手
まずは東北大会で優勝する
こと。
思い切りバットを振ってチーム
に勢いをつけたい。

中田 千大 捕手
試合に出場し勝利に貢献し
たい。
2年連続で全国大会に出
場して、１つでも多く勝ちた
い。

真木 宏 内野手
全国大会出場に貢献できる
ように全試合で打点をあげま
す。

岩見 正道 内野手
厳しい戦いになると思うが、１戦
１戦大事に戦い、勝ちにこだわり
たい。
打点を多くあげることが目標です。

小沼 直昭 投手
代表権をとることが最優先。
無失点に抑えられるよう頑張
ります。



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



大信田 誠真 助監督
一戦必勝で戦います。初戦の相手には昨
年負けているのでリベンジを果たし、7年ぶり
の全国大会出場を狙います。

佐藤 昌平 主将
昨年1回戦で負けているので今年は昨年
以上の成績を収めることと、リベンジを果た
して全国大会を狙います。

安藤 啓斗 捕手
下位打線で点数を取れるようにチャ
ンスをつくりたい。１戦必勝でがんば
ります。

氏家 教行 内野手
勝ちにこだわって、普段応援し
ていただいている方へ恩返しを
したい。

佐藤 裕平 捕手
投手陣を引っ張って最少失点で抑
えたい。あとは1戦づつ勝ちにこだ
わって全国大会を目指します。

堀井 正二 副部長
2年連続で2次予選で敗退し
ているので今年こそは選手を
信じて全国大会を目指します。

佐藤 智華マネジャー
一生懸命応援するので私を全国
大会に連れて行ってください。

福田 光弥 外野手
1回戦の相手は昨年負けた
チームなので勝って全国大会
を目指します。

藤田 涼平 投手
普段通りのピッチングを心掛けて
3点以内に抑える。

小松 宗矢 内野手
1年目で初めての東北大会な
ので全力でプレーします。



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
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