
2022年8月6日　出場登録選手

投手 下沢 慎吾 11 投手 田中 颯士 11 投手 寺内 生 11 投手 菅原 誠也 11

投手 松下 勇輝 12 投手 藤田 剛輝 13 投手 大内 陸史 16 投手 吉村 大佑 12

投手 松向 輝 13 投手 青山 凌太朗 16 投手 松永 忠 17 投手 荒川 翔太 17

投手 水野 琉唯 16 投手 石本 光紀 18 投手 後藤 茂基 18 投手 岩田 隼冬 18

投手 入口 翔太 17 投手 岡野 竜也 19 投手 布村 翔 19 投手 早瀬 翔馬 19

投手 飯田 英樹 18 投手 藤川 一輝 20 投手 矢口 皓太 20 投手 山口 玲央 21

投手 松原 快 20 投手 福谷 真吾 26 投手 金子 優樹 31 投手 高向 遼平 22

投手 山川 晃司 21 投手 古屋 剛 28 投手 工藤 優太 47 投手 岡部 拳門 31

投手 小井手 和宏 29 投手 平田 亮太 65 投手 仲里 翔貴 99 捕手 山本 豪庸 2

捕手 谷口 佳祐 22 捕手 植 幸輔 2 捕手 宮下 裕悟 27 捕手 長谷川 勝紀 27

捕手 古本 幸希 24 捕手 田倉 正翔 27 捕手 坂本 竜三郎 28 捕手 佐々木 祐弥 50

捕手 大上 真人 28 内野手 野村 和輝 1 内野手 吉村 慎之介 1 内野手 奥村 真大 1

捕手 加賀美 祐太 32 内野手 藤村 捷人 4 内野手 松浦 大知 2 内野手 片山 朋哉 6

内野手 益子 侑也 3 内野手 川﨑 俊哲 5 内野手 平井 真渡 7 内野手 小原 駿太 8

内野手 星野 漱也 4 内野手 山内 詩希 6 内野手 濱田 祐太 8 内野手 大﨑 太貴 13

内野手 根本 大輝 5 内野手 大谷 和輝 25 内野手 濱 将乃介 37 内野手 菅野 翔平 24

内野手 M-GENJI 6 内野手 後藤 光尊 94 外野手 阪口 竜暉 3 外野手 松下 航大 0

内野手 島村 功記 23 外野手 阿部 大樹 3 外野手 上下 大地 5 外野手 青木 伊織 3

内野手 T-若杉 55 外野手 倉知 由幸 7 外野手 筒井 翔也 6 外野手 松田 博聖 23

外野手 吉本 光甫 00 外野手 宮澤 和希 8 外野手 杼木 誠太朗 9 外野手 鈴村 亜久里 66

外野手 佐藤 弘教 7 外野手 端保 篤 9 外野手 小泉龍之介 34 以上20名

外野手 矢野 広将 8 外野手 中川 広大 37 外野手 熊谷 宥晃 51

外野手 都嶋 啓司 9 外野手 高木 海 41 以上22名

以上23名 以上23名
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