
5 月 14 日（土） 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   17 坂本 遥飛 

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   14 平安山 陽 

徳島インディゴソックス    捕手   22 小松 京祐 

※上記選手は本日(5 月 14 日)11 時から出場可能となります。 

 

 

【選手登録抹消】 

香川オリーブガイナーズ    外野手  00 置鮎 久史 

徳島インディゴソックス    投手   28 山崎 正義 

徳島インディゴソックス    投手   41 日隈 モンテル 

徳島インディゴソックス    捕手   31 竹石 寛 

愛媛マンダリンパイレーツ   投手   22 谷井 怜央 

愛媛マンダリンパイレーツ   捕手   28 後藤 風海 

※上記選手は本日(5 月 14 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 82 岡本　哲司 監督 84 吉田　豊彦 監督 33 近藤　智勝 監督 77 弓岡　敬二郎
コーチ 92 橋本　球史 コーチ 82 定岡　智秋 コーチ 65 近藤　一樹 コーチ 76 武藤　孝司
コーチ 72 松澤　裕介 コーチ 80 勝呂　壽統 コーチ 75 𠮷田　一郎 コーチ 75 正田　樹
トレーナー トレーナー 大石　泰輔 トレーナー 千葉　直人 コーチ 67 平井　諒
投手 14 平安山　陽 投手 12 谷村　拓哉 投手 11 近藤　壱来 トレーナー 濱田　直洋
投手 15 大木　稔貴 投手 14 平間　凛太郎 投手 14 橋爪　海人 投手 11 玉置　隼翔
投手 16 吉村　優 投手 15 加藤　翔太 投手 17 林　亮太 投手 16 河野　翔太
投手 18 冨水　大和 投手 16 釜谷　竜哉 投手 18 石田　啓介 投手 17 澤田　陸
投手 19 白川　恵翔 投手 17 坂本　遥飛 投手 19 森山　喬介 投手 18 田島　和礼
投手 20 池戸　昇太 投手 18 秋田　有輝 投手 28 柘植　玲男 投手 19 馬渕　歩空
投手 21 福田　真啓 投手 19 中津　秀太 投手 36 中川　英和 投手 24 福山　智己
投手 48 野木　海翔 投手 24 松田　大輝 投手 55 山本　力聖 投手 34 菊田　翔友
投手 64 森　弘樹 投手 26 田村　稜 投手 61 岩田　真稀斗 投手 69 土居　毅人
投手 66 藤原　直也 投手 47 有水　龍 投手 65 近藤　一樹 捕手 12 竹次　海
捕手 2 丹治　崇人 投手 52 野里　慶士郎 捕手 22 天野　龍人 捕手 27 上甲　凌大
捕手 22 小松　京祐 捕手 22 草場　悠 捕手 32 豊浦　治臣 捕手 29 渡邉　裕貴
捕手 27 北村　辰輝 捕手 25 福井　玲央 内野手 0 水本　光季 内野手 3 仁木　敦司
捕手 44 広瀬　太朗 捕手 27 出原　康希 内野手 1 冨田　慎太郎 内野手 4 林　祐真
内野手 4 古川　颯 内野手 00 乗田　元気 内野手 2 押川　魁人 内野手 6 大城　雄一郎
内野手 5 平尾　蒼凱 内野手 1 松堂　秩己 内野手 5 前田　大樹 内野手 37 西原　凜
内野手 6 波間　空良 内野手 5 高橋　佑太郎 内野手 7 長嶺　孝宣 内野手 38 西原　豪
内野手 7 足立　駿 内野手 6 西川　洸 内野手 24 新居　龍輝 外野手 1 漆原　幻汰
内野手 13 坪井　悠太 内野手 10 桑原　潤也 内野手 31 森本　大輔 外野手 7 大本　将吾
内野手 33 森田　遊也 内野手 33 山田　倫 外野手 6 田代　大智 外野手 8 古賀　覚
内野手 55 武岡　大聖 外野手 2 早坂　秀太 外野手 25 田川　涼太 外野手 25 杉野　彰彦
外野手 3 茶野　篤政 外野手 3 有田　諒嘉 外野手 51 棟方　裕樹 外野手 32 伊藤　隼太
外野手 9 井上　絢登 外野手 7 鳥井　弘樹 外野手 44 山崎　雅史
外野手 24 増田　将馬
外野手 51 高島　輝一朗

投手 1 和泉　涼麻 投手 13 大河原　誠 4月20日 投手 21 龍頭　大夏 5月4日 投手 15 小田切　翔梧 5月7日
投手 11 中山　晶量 5月4日 投手 21 加藤　隆斗 投手 30 佐々木　海充 投手 20 内海　晧太
投手 17 石川　槙貴 捕手 28 菅原　正悟 5月7日 投手 37 西山　成哉 5月11日 投手 21 西原　大智
投手 28 山崎　正義 5月14日 内野手 4 山﨑　翔立 投手 47 岸川　滉生 投手 22 谷井　怜央 5月14日
投手 41 日隈　モンテル 5月14日 内野手 23 山本　奨真 5月7日 投手 52 服部　虎 4月27日 投手 43 太田　透天
投手 47 仲條　温人 外野手 34 サンフォ・ラシィナ 5月7日 投手 66 福岡　美輝 5月7日 投手 47 河本　祐嗣 5月4日
投手 56 小林　亜由良 捕手 29 近藤　大輔 5月11日 捕手 2 矢野　泰二郎 5月7日
投手 71 鈴木　貫太朗 5月7日 外野手 00 置鮎　久史 5月14日 捕手 28 後藤　風海 5月14日
捕手 31 竹石　寛 5月14日 外野手 91 髙場　大我 5月11日 内野手 5 堀川　優斗 5月11日
内野手 23 佐々木　海渡 5月11日 外野手 92 長谷川　颯大 5月11日 内野手 55 松山　佳暉 5月7日

内野手 60 谷口　翔大
外野手 33 大村　侑希

選手登録 25名 選手登録 23名 選手登録 22名 選手登録 22名

練習生登録 10名 練習生登録 6名 練習生登録 10名 練習生登録 12名

徳島インディゴソックス 香川オリーブガイナーズ

2022年度四国アイランドリーグplus　選手登録・練習生一覧　(2022年5月14日現在)

愛媛マンダリンパイレーツ高知ファイティングドッグス


