
審判員
木下　進  (審判長) 上脇　公徳 西村　洋 吉田　芳時 有山　洋 長岡　久雄

武市　桂一　(副審判長) 岡崎　道夫 木原　浩吉 岩見　勉 文珠　弘富 山口　慎悟
南垣　勇　(副審判長) 山本　信彦 佐々木　仁志 中尾　修二 松元　正和 柳　伸一郎

小谷　啓介 普光江　驍 加藤　悟 五十嵐　聡 酒元　功 飛田　英男
大嶋　良行 玉代勢　秀人 本部　浩 谷川　和正 西岡　俊揮 岡本　義弘
常石　典昭 山﨑　貴也

グラウンドキーパー
小谷　啓介 文珠　弘富 井上　隆 長谷川　尚樹

市立西宮高校プラカードOG

トレーナー
古栗　健二 杉本　広樹 石川　清将 坪井　公甫 内田　晃大 外林　大輔
藤井　正宣

一般
阿江　琴音 大前　久美 木村 朱里 千葉 智紹 沼山　尚一郎 村谷 豪太
浅田　香 小笠原　和生 小西幸昌 束野　尚子 橋本　大佑 山澤　佳代

荒木　秀和 岡部　志保 鮫島　七海 辻　花菜子 藤田  真歩 山中　大輔
有馬　英利 岡本　三千代 澤田　哲二 津田　茉莉耶 舟橋　玲奈 吉川　宗近
池田　哲哉 小田　美幸 清水　明 冨澤 茂 保坂　永祐 吉田　彩乃
石川　彰乃 折出　康希 高木　充 中家　俊幸 前田　秀人 吉村　円
礒田　美保 貝川　智哉 田頭　優人 永井　雅子 松尾　澄人 和田  彩華
伊藤　信広 風間　和宏 田中　朝子 並木　聡幸 水谷　武明 渡邉　眞一
井家　春菜 門井　美香 谷岡　米弘 西辻　利治 南澤　将
岩見　強志 加茂　英知 谷口　史朗 西村　結生 三好　博文

和歌山市立紀伊中学校　軟式野球部
田村　圭史郎　(教員) 榎原　大地 北村　尚大 仲　陽昊 大塚　旬 髙木　悠真
宮田　慎二郎　(教員) 尾﨑　遼太郎 竹中　秀志 平尾　悠真 金原　真希斗 藤本　康一

林　美沙　(教員) 大家　由莉香 辻本　悠人

神戸大学附属中等教育学校
大西　風希　(教員) 山内　陽月 太田　夕愛 善明　桃音 西尾　太良 西本　朱里

原田　奈都子

白陵高等学校
野瀬　彩弥 巌 絵真 奥田 穂乃佳 千竃 心菜 中谷 小杏 松尾 栞奈
石原 帆乃華 岩佐 咲穂 木田 ここ乃 坪田 彩那 中前 絢乃 宮越 樹
香村 祐佳 大塚 夢叶 桑田 史帆 坪田 陸玖 本多 悠希 柳内 七音
井本 圭香 岡井 美樹 小谷 健一郎 中嶋 未来 前野 琴巴

親和女子高等学校
扇澤　瑞杏 加藤　好葉 齋藤　希美

大阪社体スポーツ専門学校
池之側　義輝　(教員) 佐藤 一騎 鶴田 七海 吉岡 颯太 松本 蒼大 石原 広大

南口 結衣 杉野 元美 山本 凌大 和家 郁斗 西村 琉青 横山 凜一朗
森中 亘平

大東文化大学
工藤　保子　(教員) 芦野友哉 川上 凱史 斉川　隼大 長谷部　大和

至学館大学
宇佐美　浩希

同志社大学
井家　詩音

立命館大学
和田　由佳子　(教員) 宇留賀 ゆきの 秋　有真 山田　敬直
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大阪国際大学
高見　彰　(教員) 奥原 拓海 土川 斗貴 古川　莉 山下　真也 吉岡　亜可梨

池澄　乃愛 新家　直輝

大阪電気通信大学
薗田　大地 　（教員） 浅野　海斗 今井　広夢 奥村　真大 西田　湧喜 長谷川　大

広瀬　由佳 柳　燎人 山下　滉晴 青笹　汐音 稲葉　樹 大西　航聖
加森　稜也 齋藤　凜 三田　陽介 西田　昂矢 安原　己生 清家　崇史

中森　敬太郎 光山　陽 岩江　拓海 貝野　大地 糟谷　日那 柴田　隼空
竹原　和真 出羽　幸平 中田　陽介 堀　朝日 松岡　咲綾 松下　巧幹
山影　拓夢 矢森　大輝 渡邊　匠 下出　拓実 國東　渉 吉村　優希

大阪府立大学
岩永　治樹

関西大学
谷所　慶（教員） 岡本　七海 加藤双葉 石田　有澄 今橋 貫太 岩元　涼平

加藤　麻希理 神谷　健太郎 京田 萌初 後藤美樹 佐野 このみ 沢田　梨々夏
髙谷　佳名子 中釜　亜月 中谷　拓海 三浦　叶夢 柳　叶理 山口　瑠成

関西学院大学
合田　萌恵

近畿大学
松尾　祥吾

甲南女子大学
安藤 倖嘉 岩本 真由 川口 結衣 藤本　涼菜 堀内　日和

甲南大学
蜂谷　実咲

神戸学院大学
松尾　奎吾

湊川短期大学
五十嵐　唯楓 伊藤　愛理 福島 司 松山 美海

武庫川女子大学
工藤　康宏（教員） 越智　春果 久保  美友 米田　瑞稀 高橋　奈歩 廣瀬　遥香

福井　愛祐子 横田　智美 渡辺 美柚

流通科学大学
青山　将己（教員） 横川　紗季

天理大学
稲葉　慎太郎（教員） 浦木 花咲音 石井　杏美

奈良女子大学
薫　涼夏

和歌山大学
彦次　佳（教員） 青木　康真（OB） 鳥居 勇斗 松野 椋太 間宮 悠葵 雜賀 巧真

谷　修弥 船引　駿平 稲豊 敦希 今西 護央 小笠原 光梨 笠木 悠翔
川野 泰雅 黒木 大智 玉井 元 戸田 奈菜羽 長岡 広平 中山 壮揮
橋本 天邑 蜂谷 純平 丸山 椰尋 村松 大地 山田 陽斗 荒木 亮介
伊東 太希 太田 智章 熊埜御堂 剛士 炭谷 尭玄 高濱 俊輝 田中 慎二
田中 輝映 中道 樹平 林 凱朱 松井 翔矢 水口 智貴 溝口 景大
南村 萌映 宮下 恵喜 渡辺 俊人 松井 花乃子 山崎　茜

広島経済大学
前田　健太郎

神戸大学
大田　琴音 面屋　萌加 河村　隆之介 菊田　琴美 喜多　凜 北井　ひかり
酒井 蒼介 杉山　瞳子 田中　昴 丹波　夏希 長院　可那子 豊川　大貴

中川　弘子 中川 雅貴 中川　遼太郎 中野　正貴 野浦　大輝 野村　圭佑
橋本　紳之亮 東　耕平 藤原 優翔 舩越　和真 松島　優太 向井　響子
山田　勇真 山中 万鈴 山本　梨好



大会事務局OB・OG
南　優子 安藤　恭介 西田　龍矢 三橋　隆行 南野　早紀 伊藤　有希
大宅　遥 横山　瑞季 中本　健介 小野　修平 梶田　裕輔 柏原　一介

飛松　風里 一瀬　学 高松　佑樹 濱本　翔太 林　亮太 渡邉　まりえ
中田　朋紀 佐々木　健二 永井　友香子 松本　絵生 脇本　昌宏 北峯　信之
熊谷　翔太 中田　久美子 西村　拓也 野瀬　彩弥 森本　久美子 小泉　和也
上田　将史 植田　裕 中井　理絵 原田　亮 田中　大地 吉田　健人
北畑　早紀 繁田　快秋 竹下　奈緒子 飯野　詩織 上田　絢加 中村　洸太郎
岩見　駿介 中村　秋季乃 森川　夢菜 吉本　大祐 白井　佑季 丹波　麻斗
山田　祐也 山北　隆太郎 張　杏雨 井上　拓也 上岡   咲紀 出戸　寿明
松森　颯太 河島　悠太 島津 大地 舟橋　雄大 細川 実里 大西  風希
中谷 　美咲 赤坂　恵吾 濵田　佑香 三雲　有花

マスターズ甲子園大会事務局
松﨑　淳 乾　順紀 三浦　敬太 山下　耕平 塩川　司 熱田　希弘

柴田　アンナ 戸根　明音 堀田　禎也 澁谷　菜佳 石井　千奈美 奥田 遥
本山　大暉 吉口　尚樹
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