
７月２０日 選手登録、抹消公示 

 

【選手登録】 

高知ファイティングドッグス 投手 37 丸山雄大 

 

 

【選手登録抹消】  

高知ファイティングドッグス 投手 47 大曽根諒（練習生） 

 

 



：練習生（出場外選手）

※選手登録は25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 77 弓岡　敬二郎 監督 88 西田　真二 監督 72 中島　輝士 監督 50 駒田　徳広
コーチ 93 加藤　博人 コーチ 52 伊藤　秀範 コーチ 75 牛田　成樹 コーチ 76 勝呂　壽統
コーチ 42 萩原　淳 コーチ 33 近藤　智勝 コーチ 71 駒居　鉄平 コーチ 84 吉田　豊彦
トレーナー 伊藤　和明 トレーナー 只川　宏 投手 14 福永　春吾 トレーナー 明石　迪治
投手 14 古村　徹 投手 11 間曽　晃平 投手 16 ウー 投手 14 松本　英明
投手 17 阿部　直晃 投手 16 原田　宥希 投手 17 松本　憲明 投手 16 蒲池　直人
投手 20 伴　和馬 投手 17 竹田　隼人 投手 18 木下　雄介 投手 17 秋山　陸
投手 21 東風平　光一 投手 18 石田　哲也 投手 19 相澤　健勝 投手 18 平良　成
投手 28 柴田　健斗 投手 20 岸本　淳希 投手 25 ブランセマ 投手 19 方田　健斗
投手 36 サブロク双亮 投手 21 太田　圭祐 投手 26 山藤　桂 投手 31 金城　力樹
投手 75 正田　樹 投手 44 チェンバース 投手 29 橋本　隼 投手 37 丸山　雄大
捕手 10 鶴田　都貴 投手 45 エドワーズ 投手 54 宇田　一貴 投手 43 嘉数　勇人
捕手 27 佐藤　秀平 捕手 6 古川　大珠 捕手 7 宮下　直季 投手 45 フランスア
内野手 1 四ツ谷　良輔 捕手 22 髙島　優大 捕手 21 垂井　佑樹 捕手 10 香川　卓哉
内野手 5 岡本　仁 捕手 24 オゴーマン 内野手 3 平間　隼人 捕手 22 浅野　祥男
内野手 6 木村　聡司 内野手 1 沢坂　弘樹 内野手 5 小林　義弘 内野手 3 大城　優太
内野手 8 井生　広大 内野手 3 伊東　貴行 内野手 24 小平　凌 内野手 5 ザック
内野手 13 ポロ 内野手 4 小牧　泰士 内野手 44 ホーキンス 内野手 6 山下　和則
内野手 61 吉田　圭志 内野手 5 湊　亮将 内野手 49 泰山 内野手 7 祐人
外野手 7 白方　克弥 内野手 47 クリス 外野手 1 橋本　球史 内野手 33 平野　尚也
外野手 24 林　敬宏 内野手 67 加藤　次郎 外野手 8 谷　幸樹 内野手 34 ラシィナ
外野手 33 デニング 外野手 23 宗雪　将司 外野手 9 渡辺　紳二 外野手 1 中村　憲治
外野手 51 古川　敬也 外野手 25 井戸川　祐太 外野手 10 瑞貴 外野手 4 銀二郎
練習生 11 四戸　洋明 5月25日 外野手 39 板倉　寛樹 外野手 23 寺田　奨 外野手 9 河田　直人
練習生 16 西村　礼一 6月1日 外野手 55 松澤　裕介 練習生 13 原　一弦 4月27日 外野手 25 橋本　隆
練習生 19 佐藤　宏樹 5月28日 練習生 14 田中　真澄 4月13日 練習生 20 石澤　航希 外野手 35 宮下　黎
練習生 41 髙原　和弘 6月1日 練習生 19 田村　雅樹 5月11日 練習生 22 橋本　直樹 5月21日 練習生 12 井坂　肇 5月7日
練習生 46 陽　建福 5月28日 練習生 26 西梶　友理 練習生 28 安田　旺昌 練習生 21 吉澤　悠飛 5月7日
練習生 47 樽見　万寿樹 6月1日 練習生 36 アストーン 4月6日 練習生 37 卯名根口　東 練習生 41 原田　洸希
練習生 22 松浦　耕大 4月20日 練習生 8 白橋　賢斗 5月25日 練習生 56 石川　達哉 練習生 47 大曽根　諒 7月20日
練習生 52 田崎　和哉 5月21日 練習生 2 岡村　瑞希 5月18日 練習生 27 中島　健介 5月25日 練習生 64 澁谷　直駿 4月6日
練習生 55 小澤　優喜 4月30日 練習生 7 野崎　太志 練習生 51 知賀　涼介 練習生 27 前田　隆靖
練習生 3 小田　健太 練習生 8 T‐松本 4月6日
練習生 9 相田　大空 6月1日 選手登録 21名 選手登録 21名 練習生 52 璃功
練習生 25 髙井　悠生 6月1日 練習生登録 7名 練習生登録 8名 練習生 39 松岡　天河

選手登録 19名 選手登録 22名

練習生登録 12名 練習生登録 9名

愛媛マンダリンパイレーツ

２０１６年度四国アイランドリーグplus　選手登録・練習生一覧（２０１６年７月２０日現在）　　

香川オリーブガイナーズ 徳島インディゴソックス 高知ファイティングドッグス


