
10 月 7 日(水) 選手登録・抹消公示  

 

【選手登録】 

香川オリーブガイナーズ    内野手  5 松浦 仁 

香川オリーブガイナーズ    内野手 77 妹尾 克哉 

高知ファイティングドッグス  投手  16 今田 雄大 

高知ファイティングドッグス  内野手 28 舛田 泰基 

※上記選手は本日（10 月 7 日）11 時から出場可能となります。 

 

【選手抹消】 

徳島インディゴソックス    投手  19 白川 恵翔 

徳島インディゴソックス    投手  22 楢嵜 塁 

徳島インディゴソックス    内野手  6 新城 翔太 

香川オリーブガイナーズ    内野手  2 安西 将揮 

香川オリーブガイナーズ    外野手 23 ⾧谷川 拓斗  

※上記選手は本日（10 月 7 日）11 時から出場不可となります。 

 



：練習生（出場外選手）

※選手登録は27名以下となります。

背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日

監督 87 河原　純一 監督 73 吉田　篤史 監督 33 近藤　智勝 監督 84 吉田　豊彦

コーチ 52 小田　幸平 コーチ 71 駒居　鉄平 コーチ 48 天野　浩一 コーチ 82 定岡　智秋

コーチ 60 白根　尚貴 コーチ 92 橋本　球史 トレーナー 深瀬　風 コーチ 80 勝呂　壽統

トレーナー 林　泰光 トレーナー トレーナー 濱田　澪

投手 11 菅原　誠也 投手 11 戸田　懐生 投手 13 岡本　想大 投手 13 横山　貴明

投手 14 萩原　拓光 投手 15 大木　稔貴 投手 14 大高　歩 投手 14 平間　凜太郎

投手 15 平松　航 投手 16 安丸　友耶 投手 15 林　雄大 投手 15 藤﨑　真悟

投手 16 上江洌　大和 投手 17 亀山　英輝 投手 17 近藤　壱来 投手 16 今田　雄大

投手 18 福田　融司 投手 20 勝田　悠斗 投手 19 橋並　和也 投手 17 石井　大智

投手 20 長島　知輝 投手 21 森　祐樹 投手 20 青柳　雄貴 投手 20 古屋　剛

投手 75 正田　樹 投手 29 小原　大樹 投手 30 森崎　友星 投手 21 山崎　勝也

捕手 2 太田　直哉 投手 34 河野　成季 投手 38 廣瀬　流星 投手 31 岡部　拳門

捕手 22 飯田　愛来 投手 48 安藝　龍馬 投手 47 久能　雄汰 投手 42 屋比久　昂

捕手 23 潤米　浩介 捕手 7 杉本　一流 投手 52 龍頭　大夏 投手 47 髙橋　大

内野手 4 新井　勝也 捕手 25 佐々木　祐弥 投手 62 楠本　陣 捕手 22 松田　政大

内野手 5 真山　勝範 捕手 33 上野　純輝 捕手 21 天野　龍人 捕手 23 宮本　貴章

内野手 6 岡村　雄斗 内野手 0 松尾　泰成 内野手 1 中村　道大郎 捕手 25 大原　拓光

内野手 10 小笠原　康仁 内野手 3 山﨑　隆司 内野手 5 松浦　仁 内野手 1 長谷部　大器

内野手 61 真崎　塁 内野手 4 古川　颯 内野手 8 宝楽　健吾 内野手 2 松尾　康平

外野手 1 米　凌我 内野手 5 岡本　良樹 内野手 26 樋口　公二郎 内野手 4 山﨑　翔立

外野手 3 有間　裕亮 内野手 9 佐藤　靖剛 内野手 53 上田　政宗 内野手 6 大下　優弥

外野手 7 中西　雄大 内野手 28 上原　敦己 内野手 77 妹尾　克哉 内野手 7 山本　卓磨

外野手 8 植田　拓 外野手 1 福原　大生 内野手 99 木村　勇太 内野手 28 舛田　泰基

外野手 9 小田原　将之 外野手 8 高岡　玄地 外野手 4 大田　佳祐 外野手 9 尾野　翔一

外野手 24 福山　智己 外野手 12 宇佐美　真太 外野手 7 宋　皞均 外野手 34 サンフォ・ラシィナ

外野手 27 渡部　颯太 外野手 45 竹林　楓也 外野手 9 宮澤　一成 外野手 37 濱　将乃介 

外野手 51 友居　京太郎 外野手 22 田渕　雄基 外野手 69 勝岡　静也

外野手 24 堀北　彰人

外野手 25 田川　涼太

外野手 31 吉田　翼

外野手 51 白方　克弥

練習生 12 谷井　怜央 練習生 13 坪井　悠太 9月30日 練習生 16 喜屋武　一輝 9月30日 練習生 18 道原　順也 9月16日

練習生 13 笹林　凌 9月23日 練習生 14 行木　俊 10月3日 練習生 18 石田　啓介 練習生 19 松下　圭太 8月15日

練習生 17 服部　健太 9月23日 練習生 18 冨水　大和 9月23日 練習生 61 岩田　真稀斗 練習生 26 竹内　健吾 9月23日

練習生 19 ブルース　山本 8月22日 練習生 19 白川　恵翔 10月7日 練習生 2 安西　将揮 10月7日 練習生 10 安田　寿明 10月3日

練習生 21 岩永　汰久 練習生 22 楢嵜　塁 10月7日 練習生 23 長谷川　拓斗 10月7日 練習生

練習生 55 髙尾　浩平 練習生 31 石井　京汰 10月3日 練習生 練習生

練習生 99 宇佐川　陸 9月30日 練習生 37 上原　優人 9月30日 練習生 練習生

練習生 25 大森　優輝 練習生 39 齋藤　裕介 9月23日 練習生 練習生

練習生 練習生 41 服部　虎 練習生 練習生

練習生 練習生 32 平井　真渡 9月30日 練習生 練習生

練習生 練習生 44 広瀬　太朗 7月29日 練習生 練習生

練習生 練習生 6 新城　翔太 10月7日 練習生 練習生

練習生 練習生 42 服部　真琴 9月30日 練習生 練習生

練習生 練習生 練習生 練習生

練習生 練習生 練習生 練習生

練習生 練習生 練習生 練習生
練習生 練習生 練習生 練習生

選手登録 22名 選手登録 23名 選手登録 27名 選手登録 23名

練習生登録 8名 練習生登録 13名 練習生登録 5名 練習生登録 4名

2020年度四国アイランドリーグplus　選手登録・練習生一覧　（2020年10月7日現在）　　

愛媛マンダリンパイレーツ 徳島インディゴソックス 香川オリーブガイナーズ 高知ファイティングドッグス


