
学習院大学硬式野球部(2022年度)　部員一覧

位置 氏　　名 学部 学年 出身校 身長 体重 投・打 位置 氏　　名 学部 学年 出身校 身長 体重 投・打

部長 眞野　泰

監督 石井　潤一 筑紫丘 福岡

コーチ 西尾　誠 学習院 東京

コーチ 栗山　隆二 浅野 神奈川

主将 赤尾　光 法・政 四 桐蔭学園 神奈川 172 74 左･左 ﾏﾈｰｼﾞｬｰR 清水　菜央 経 四 川村学園 東京

副将 山下　陸空 法･法 四 成田 千葉 177 70 右･右 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 伊藤　愛美 文 二 川越女子 埼玉

副将 若林　　拓 法・政 四 新潟明訓 新潟 171 72 右･右 〃 小林　紗奈 国際 二 越谷北 埼玉

主務 中村　幸之助 法 四 横浜隼人 神奈川 〃 田添　　奏 文 二 福岡雙葉 福岡

副務 増田　普音 経 二 獨協埼玉 埼玉 〃 植松　さや香 国際 一 戸山 東京

学生監督 太田　遥日 文・史 四 佼成学園 東京 165 78 右･右 〃 大島　碧夏 法・政 一 上尾 埼玉

学生コーチ 輿石　健太郎 経・経 四 城北 東京 182 75 右･右 〃 柴﨑　里都 経・営 一 学習院 東京

学生コーチ 高橋　俊也 理・数 四 成田 千葉 174 68 右･左 〃 藤原　菜帆 国際 一 清心女子 神奈川

投手 角　太貴 法・政 四 茅ヶ崎北陵 神奈川 173 58 右･左 内野手 神谷　樹生 法・法 一 関東学院 神奈川 170 73 右･左

中原　拓哉 経・営 四 川越東 埼玉 170 85 右･右 菊間　匠吏 文・史 一 木更津総合 千葉 167 78 右･右

中村　柊斗 法・法 四 成東 千葉 181 76 右･左 小宮　航太郎 経・経 一 越谷北 埼玉 179 92 右･右

川島　直也 文･心 三 西武文理 埼玉 171 71 右･左 今野　隼翔 理･数 一 東北学院 宮城 162 61 右･左

島田　海星 法･法 三 太田東 群馬 170 58 左･左 篠崎　栄一郎 経・経 一 蕨 埼玉 174 70 右･右

鈴木　康誠 法･法 三 学習院 東京 175 74 左･左 安光　偉哉 理･化 一 龍ヶ崎第一 茨城 163 60 右･右

高芝　照己 経･経 三 国学院久我山 東京 180 75 右･右 山口　絢平 文・哲 一 横浜 神奈川 170 68 右･右

由良　一翔 経･経 三 小金 千葉 180 84 右･右

横内　斗和 経･経 三 関東学院 神奈川 180 82 右･右

米山  和希 経･経 三 松江東 島根 179 80 右･右 外野手 赤尾　光 法・政 四 桐蔭学園 神奈川 172 74 左･左

大園　洸人 文 二 鎌倉学園 神奈川 172 69 右･右 押田　州司 経・営 四 足立学園 東京 189 87 右･右

三角　大介 理 二 茅ヶ崎北陵 神奈川 173 68 右･右 田中　佑弥 法・政 四 成田 千葉 171 70 右･右

飯塚　洸貴 理・生 一 春日部共栄 埼玉 165 70 左・左 谷　厚人 経・営 四 桐光学園 神奈川 176 70 右･右

清水　拓朗 経・営 一 共栄学園 東京 176 74 右･右 森田　修平 理・生 四 越谷北 埼玉 158 59 右･右

山地　慧駿 経・営 四 並木学院 広島 175 58 左･左

若林　　拓 法・政 四 新潟明訓 新潟 171 72 右･右

捕手 小箕　恭介 経・営 四 幕張総合 千葉 170 71 右･右 芦田　泰志 法･法 三 明徳義塾 高知 167 57 右･右

山下　陸空 法･法 四 成田 千葉 177 70 右･右 小林　塁 文･哲 三 常総学院 茨城 181 78 右･右

新井　圭悟 経 二 樹徳 群馬 173 76 右･右 田口　成樹 文･仏 三 富士 静岡 176 78 右･左

志茂　日出斗 経 二 松本深志 長野 175 73 右･右 浦崎　研斗 理 二 日大藤沢 神奈川 176 76 右･右

小澤　滉大 法・法 一 雪谷 東京 175 60 右･右 奥岡　大和 法 二 検見川 千葉 168 64 右･右

田崎　啓史 法・法 一 日大一高 東京 170 64 右･右 泊　　広大 経 二 国士館 東京 175 77 右･左

光村　紀勝 経・営 一 足利 栃木 170 70 右･左 伊藤　幹弥 経・経 一 東海南 愛知 167 65 右･右

後尾　岳 国際 一 拓殖大第一 東京 179 70 右･左

松浦　岳史 理･数 一 朋優学院 東京 176 70 左・左

内野手 河野　拓郎 法・法 四 雪谷 東京 175 82 右･右 行則　篤志 理･数 一 狭山ヶ丘 埼玉 169 69 左・左

林　幸輝 法・法 四 横浜隼人 神奈川 175 55 右･左

吉田　温也 経・経 四 前橋 群馬 168 63 右･左

栄　裕太 理･数 三 桜丘 神奈川 170 70 右･右

杉本　健太郎 文･教 三 橘 神奈川 175 68 右･右

月川　陽稀 法・法 三 橘 神奈川 166 63 右･右

長岡　秀悟 経･経 三 佐倉 千葉 168 73 右･左

山本　正義 経･経 三 学習院 東京 176 78 右･左

安西　京十 経 二 専大松戸 千葉 173 69 右･左

葛葉　敦希 経 二 蕨 埼玉 164 63 右･左

宮本　　壮 国際 二 国分寺 東京 178 78 右･左

森政　裕人 経 二 本郷 東京 173 58 右･左


