
位 置 背番 生年月日 身長体重 投打 球　歴 登録 抹消 備 考

監　督 34 村田　辰美 むらた　たつみ 52.	7.	9
秋田県立六郷高ー三菱自動車川崎ー近鉄(75ｰ89)ー横浜大洋(90)ー<指>近鉄(93ｰ
95)－０６Bu(19） 3.31

コーチ 3 岡下　大将 おかした　ひろまさ 92.	6.19
樟南高ー大阪ゴールドビリケーンズ(10)ー四国IL愛媛(11-12途)ー06ブルズ(12途
-13)ーBCL石川(14)ー<指>０６Bu(19） 3.31

投　手 14 草間 サトル くさま　さとる 93.	5.15 178/	77 右左 長野・松商学園高ーLane C.C.-山岸ロジスターズー四国IL高知ーBCL福井ー０６Bu(19） 3.31
〃 15 山口　魁斗 やまぐち　かいと 97.	8.18 188/	78 右右 大阪府立箕面東高－０６Ｂu(17～) 3.31
〃 16 中山　裕貴 なかやま　ゆうき 96.	8.	8 178/	77 右右 大阪府立牧野高－大阪電気通信大◇－０６Bu(18～） 3.31
〃 17 永松　武尊 ながまつ　たける 00.	8.28 166/	80 右右 岡山・作陽高中退－０６Bu(18～） 3.31
〃 ○ 18 川口 陽太郎 かわぐち　ようたろう 00.	7.18 175/	72 右両 大阪府立吹田高－０６Bu(19） 3.31
〃 ○ 19 奥西　亮介 おくにし　りょうすけ 96.	5.	4 173/	70 右右 岡山県立備前緑陽高－関西福祉大ー０６Bu(19） 3.31
〃 20 川咲　寛司 かわさき　かんじ 97.	9.11 170/	74 右左 大阪・阪南大学高ー阪南大ー八尾ベースボールクラブー０６Bu(18～） 3.31
〃 ○ 21 古家　大裕 ふるや　だいすけ 99.	3.	8 183/	77 右右 大阪・関西大北陽高ー０６Bu(19） 3.31
〃 23 宮前　晴輝 みやまえ はるき 01.	5.29 185/	85 左左 高校球歴なし－０６Ｂu(17～) 3.31
〃 41 杉本　光希 すぎもと　みつき 99.	2.	8 180/	80 右右 大阪・浪速高－和歌山FB(17)－０６Bu(18～） 3.31
〃 42 西尾　瞭汰 にしお　りょうた 96.	3.25 188/	85 右右 和歌山・高野山高－関メディベースボール学院－０６Ｂu(15～) 3.31
〃 45 中西　裕樹 なかにし　ゆうき 96.	1.19 180/	90 右左 奈良県立奈良朱雀高－０６Bu(18～） 3.31
〃 74 白戸　　颯 しろと　はやて 94.	5.23 172/	90 右右 神奈川・横浜商科大高－横浜商科大(軟)－Ａｐｅｘ(軟)－０６Ｂu(17～) 3.31

捕　手 39 山北　耕平 やまきた　こうへい 94.	5.28 177/	86 右右 兵庫・神戸弘陵学園高－ＫＣ西宮－０６Ｂu(17～) 3.31
62 虎弥太 こやた　 96.11.	1 168/	75 右右 東京都立北豊島工業高－０６Ｂu(17～) 3.31 鈴木虎弥太(すずき こやた)

内野手 ○ 2 洋平 ようへい 　 00.	7.13 175/	72 右左 大分・藤蔭高ー０６Bu(19） 3.31 花岡洋平(はなおか ようへい)
〃 8 孫入　優希 そんにゅう　ゆうき 95.	5.	2 183/	95 右右 岐阜・大垣日大高－大阪体育大－０６Bu(18～） 3.31 ◇ルネサンス大阪高在学中
〃 10 上村　健斗 うえむら　けんと 91.	7.10 173/	68 右左 奈良・奈良大附属高－阪南大－０６Ｂu(17～) 3.31
〃 ○ 13 大竹　夢稀 おおたけ　いぶき 01.11.28 168/	65 右右 大阪・大阪偕星高中退－ルネサンス大阪高◇－０６Bu(19） 3.31
〃 52 野元　　仁 のもと　じん 97.	6.19 167/	70 右左 福岡・九州国際大学高－奈良学園大－０６Bu(18～） 3.31
〃 60 永田　雅樹 ながた　まさき 99.12.	7 175/	87 右右 鹿児島・鹿児島城西高－０６Bu(19） 3.31
〃 96 出口　航平 でぐち　こうへい 96.	5.16 175/	99 右右 大阪・浪商高－大阪体育大－０６Bu(18～） 3.31

外野手 1 奥田　一弘 おくだ　かずひろ 95.10.20 178/	80 右右 兵庫県立有馬高ー大阪体育大ーTigers(Australia)－兵庫ＢＳ(18)－０６Bu(19） 3.31
〃 7 美並　一真 みなみ　かずま 98.	5.22 178/	84 右右 奈良・関西中央高－０６Ｂu(17～) 3.31
〃 9 雄一 ゆういち 96.11.	4 182/	82 右右 京都・京都学園高－追手門学院大－０６Bu(18～） 3.31 花岡雄一(はなおか ゆういち)
〃 27 南部　優介 なんぶ 　ゆうすけ 98.	4.21 160/	70 右両 大阪・大阪学院大高－０６Ｂu(17～) 3.31
〃 ○ 36 小篠　直人 おざさ　なおと 99.	3.	6 180/	78 右右 大阪府立勝山高ー履正社スポーツ専－０６Bu(19） 3.31
〃 ○ 37 橋本　久志 はしもと　ひさし 02.	6.29 167/	57 右右 大阪・初芝立命館高中退ー０６Ｂu(19) 3.31
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