
8月16日 選手登録・抹消公示

【選手登録】

投手 20 向井 和弘

投手 17 箱島 章矢

※上記選手は本日 (8月16日) 12時から出場可能となります。

【選手登録抹消】

投手 41 小原 貴大 （練習生）

投手 11 髙原 暢裕 （練習生）

※上記選手は本日 (8月16日) から出場不可となります。
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：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 87 河原 純一 監督 77 養父 鐵 監督 88 西田 真二 監督 50 駒田 徳広
コーチ 42 萩原 淳 コーチ 73 鈴木 康友 コーチ 99 江村 将也 コーチ 84 吉田 豊彦
コーチ 43 武藤 孝司 コーチ 71 駒居 鉄平 コーチ 33 近藤 智勝 コーチ 76 山越 吉洋
トレーナー 松下 智 投手 00 ジェフン トレーナー 只川 宏 トレーナー 小林 睦宜
投手 17 阿部 直晃 投手 14 伊藤 翔 投手 11 髙原 暢裕 投手 13 西川 拓馬
投手 19 佐藤 宏樹 投手 16 ウー 投手 15 浜田 智博 投手 14 嘉数 勇人
投手 20 髙下 貴生 投手 17 松本 憲明 投手 16 原田 宥希 投手 15 三谷 英勝
投手 21 片山 悠 投手 18 大藏 彰人 投手 17 箱島 章矢 投手 18 加藤 佳樹
投手 34 北方 悠誠 投手 19 相澤 健勝 投手 18 石田 哲也 投手 19 方田 健斗
投手 47 樽見 万寿樹 投手 20 向井 和弘 投手 20 秀伍 投手 21 和田 有斗
投手 48 河津 大樹 投手 23 伊藤 克 投手 21 三木田 龍元 投手 28 岡部 峻太
投手 75 正田 樹 投手 26 山藤 桂 投手 98 ストルザルカ 投手 37 丸山 雄大
捕手 27 佐藤 秀平 投手 29 橋本 隼 捕手 3 岡本 仁 投手 64 澁谷 直駿
捕手 39 福田 融司 投手 46 カブラル 捕手 6 古川 大珠 捕手 31 野副 星児
内野手 1 四ツ谷 良輔 捕手 21 垂井 佑樹 捕手 22 髙島 優大 内野手 5 ザック
内野手 6 岡村 雄斗 捕手 27 生田 雄也 捕手 23 直野 和弘 内野手 6 山下 和則
内野手 12 安野 翔太 内野手 3 平間 隼人 捕手 27 三好 一生 内野手 7 祐人
内野手 13 ポロ 内野手 6 三國 和磨 内野手 2 岡村 瑞樹 内野手 22 アンダーソン
内野手 55 堀尾 晃生 内野手 7 瀬口 拓也 内野手 4 小牧 泰士 内野手 26 岡田 悠吾
内野手 57 繁田 隼 内野手 8 谷 幸樹 内野手 13 吉田 圭志 内野手 33 森田 吉輝
外野手 7 白方 克弥 内野手 25 久保 聖也 内野手 47 クリス 内野手 34 ラシィナ
外野手 23 太田 直哉 内野手 56 球斗 内野手 52 妹尾 克哉 外野手 4 銀二郎
外野手 24 林 敬宏 外野手 0 山賀 和磨 内野手 67 加藤 次郎 外野手 8 安藤 優作
外野手 25 髙井 悠生 外野手 1 橋本 球史 外野手 00 松村 翔磨 外野手 24 深江 真登
外野手 51 古川 敬也 外野手 5 小林 義弘 外野手 5 具志堅 竜馬 外野手 44 ロドリゲス
外野手 56 黄 紹熙 外野手 22 関口 明大 外野手 9 梶原 直景 外野手 45 宮田 孝将
練習生 11 四戸 洋明 練習生 28 安田 旺昌 外野手 25 井戸川 祐太 外野手 99 マニー
練習生 14 古村 徹 8月12日 練習生 33 アブドラ 練習生 11 髙原 暢裕 8月16日 練習生 12 井坂 肇
練習生 15 田邊 正尊 練習生 41 小原 貴大 8月16日 練習生 14 藤原 龍海 . 練習生 29 トクナガ 8月5日
練習生 22 長島 知輝 練習生 47 中臺 淳志 8月9日 練習生 19 東風平 光一 練習生 23 ハン ソング
練習生 38 杉安 浩 練習生 12 山下 舜主 8月9日 練習生 26 西梶 友理 練習生 27 前田 隆靖
練習生 3 安井 勇輝 8月12日 練習生 51 知賀 涼介 8月5日 練習生 91 齋藤 雅樹 練習生 1 宮下 黎
練習生 8 大本 聖也 練習生 63 松井 聖 練習生 61 安田 世幸

選手登録 23名 練習生 25 橋本 隆
選手登録 22名 練習生登録 6名 選手登録 22名 練習生 51 ウ ギョンサム
練習生登録 7名 練習生登録 6名

選手登録 23名

練習生登録 8名

愛媛マンダリンパイレーツ

2017年度四国アイランドリーグplus 選手登録・練習生一覧（2017年8月16日現在）  
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