
プロ野球

卒業年度 氏名 所属 ポジション

S52年度卒 林裕幸 神奈川フューチャードリームズ ヘッドコーチ

S55年度卒 原辰徳 読売ジャイアンツ 監督

S56年度卒 青山道雄 横浜DeNAベイスターズ コーチ

S58年度卒 内田強 読売ジャイアンツ スカウト

S60年度卒 安藤強 読売ジャイアンツ コーチ

H8年度卒 佐竹学 東北楽天ゴールデンイーグルス コーチ

H12年度卒 稲嶺茂夫 横浜DeNAベイスターズ スカウト

H14年度卒 久保裕也 東北楽天ゴールデンイーグルス コーチ

H14年度卒 鞘師智也 広島東洋カープ スカウト

H19年度卒 市川友也 読売ジャイアンツ コーチ

H19年度卒 小林敦 千葉ロッテマリーンズ スカウト

H19年度卒 荒波翔 神奈川フューチャードリームズ 球団アドバイザー兼コーチ

H22年度卒 伊志嶺翔大 千葉ロッテマリーンズ コーチ

H23年度卒 菅野智之 読売ジャイアンツ 投手

H23年度卒 田中広輔 広島東洋カープ 内野手

H24年度卒 伏見寅威 オリックスバファローズ 捕手

H25年度卒 鈴木昂平 オリックスバファローズ コーチ

H26年度卒 大城卓三 読売ジャイアンツ 捕手

H27年度卒 中川皓太 読売ジャイアンツ 投手

H27年度卒 吉田侑樹 日本ハムベースボールアカデミー コーチ

H27年度卒 田中俊太 横浜DeNAベイスターズ 内野手

H27年度卒 渡辺勝 中日ドラゴンズ 外野手

H28年度卒 丸山泰資 中日ドラゴンズ 投手

H30年度卒 吉川雄大 東北楽天ゴールデンイーグルス 投手

R元年度卒 海野隆司 福岡ソフトバンクホークス 捕手

R2年度卒 山﨑伊織 読売ジャイアンツ 投手

R3年度卒 亀田啓太 読売ジャイアンツ 捕手

R3年度卒 眞城敬朋 群馬ダイヤモンドペガサス 外野手

東海大



社会人野球

卒業年度 氏名 所属 ポジション

S59年度卒 和久井勇人 日立製作所 監督

S63年度卒 難波貴司 エイジェック 監督

H9年度卒 渡部英紀 三菱重工East コーチ

H16年度卒 落合成紀 ＪＦＥ東日本 監督

H19年度卒 永松孝太 ＮＴＴ西日本 コーチ

H20年度卒 岩崎恭平 日立製作所 コーチ

H20年度卒 桐山拓也 シティライト岡山 監督

H20年度卒 森本慧 ニチダイ マネージャー

H22年度卒 髙山亮太 日本通運 コーチ

H22年度卒 大野裕太 七十七銀行 内野手兼コーチ

H23年度卒 大塚直人 日立製作所 外野手

H23年度卒 景山拓也 ＮＴＴ西日本 外野手

H23年度卒 石川桜太 東芝 外野手

H23年度卒 岩本真 三菱自動車岡崎 外野手

H26年度卒 金城秀一郎 沖縄電力 外野手

H26年度卒 丹羽将麻 九州三菱自動車 内野手

H27年度卒 奥﨑大喜 航空自衛隊千歳 投手

H27年度卒 佐藤大貢 航空自衛隊千歳 捕手

H28年度卒 神原友 三菱自動車岡崎 投手

H28年度卒 石井信次郎 七十七銀行 捕手

H28年度卒 森下翔平 日立製作所 内野手

H29年度卒 川畑諒太 鷺宮製作所 投手

H29年度卒 本田建都 九州三菱自動車 投手

H29年度卒 丹羽美颯輝 ニチダイ 外野手

H29年度卒 北岡達樹 Honda 外野手

H30年度卒 青島凌也 Honda 投手

H30年度卒 飯嶋海斗 NTT東日本 投手

H30年度卒 横川楓薫 Honda熊本 投手

H30年度卒 石塚連太朗 TDK 捕手

H30年度卒 守屋元気 Honda 捕手

H30年度卒 大森聖也 宮崎梅田学園 内野手

H30年度卒 國谷翔汰 日立製作所 内野手

H30年度卒 鈴木大輔 Honda鈴鹿 内野手

H30年度卒 平山快 JFE東日本 内野手

H30年度卒 桝沼健太郎 エイジェック 内野手



社会人野球

卒業年度 氏名 所属 ポジション

H30年度卒 加藤樹 日本製鉄東海REX 外野手

H30年度卒 平山敦規 日本製鉄鹿島 外野手

R元年度卒 大澤志意也 三菱重工East 投手

R元年度卒 原田泰成 日立製作所 投手

R元年度卒 村上友幸 テイ・エステック 投手

R元年度卒 植村祐介 TDK 内野手

R元年度卒 杉崎成輝 JR東日本 内野手

R元年度卒 千野啓二郎 Honda 内野手

R元年度卒 荒木裕也 テイ・エステック 外野手

R元年度卒 藤井健平 ＮＴＴ西日本 外野手

R元年度卒 宮地恭平 JFE東日本 外野手

R元年度卒 加藤瞬 日立製作所 マネージャー

R2年度卒 小郷賢人 JFE東日本 投手

R2年度卒 中本光紀 テイ・エステック 投手

R2年度卒 松山仁彦 東芝 投手

R2年度卒 高木舜 テイ・エステック 捕手

R2年度卒 戸﨑慶 テイ・エステック 捕手

R2年度卒 串畑勇誠 ＮＴＴ西日本 内野手

R2年度卒 城戸魁士 シンバホールディングス株式会社 外野手

R3年度卒 安里海 日立製作所 投手

R3年度卒 高杉勝太郎 明治安田生命 投手

R3年度卒 宮路悠良 ミキハウス 投手

R3年度卒 小玉佳吾 SUBARU 内野手

R3年度卒 鯨井祥敬 日本製鉄かずさマジック 内野手

R3年度卒 河野大郎 九州三菱自動車 内野手

R3年度卒 門馬大 テイ・エステック 内野手

R3年度卒 高田誠也 YBS播磨 外野手

R3年度卒 竹内絋生 日本新薬 外野手

R3年度卒 齊藤健成 西濃運輸 外野手



クラブチーム

卒業年度 氏名 所属 ポジション

S52年度卒 東良一 苅田ビクトリーズ 顧問

H4年度卒 芝野泰広 和歌山箕島球友会 ヘッドコーチ

H16年度卒 小田昇平 エスプライド鉄腕 投手

H16年度卒 藤田典孝 全調布硬式野球倶楽部 内野手

H18年度卒 杉山雄基 横浜ベイブルース 部長兼監督兼投手

H22年度卒 市川達也 横浜金港クラブ コーチ兼外野手

H24年度卒 赤間謙 オールいわきクラブ 投手兼任コーチ

H24年度卒 伊志嶺大地 千曲川硬式野球クラブ 外野手

H26年度卒 佐々木大樹 室蘭シャークス 捕手

H26年度卒 牧嶋隼風 ロキテクノ富山 内野手

H28年度卒 天久翔斗THINK　フィットネス　GOLD'S GYM ベースボールクラブ 外野手

H29年度卒 豊田航平 千曲川硬式野球クラブ 内野手

H29年度卒 牧嶋聖哉 千曲川硬式野球クラブ 内野手

H30年度卒 中村駿之介 焼津マリーンズ 投手

H30年度卒 原雄士 信越硬式野球クラブ 捕手

H30年度卒 薮田祐貴 焼津マリーンズ 内野手

R3年度卒 高木陸THINK　フィットネス　GOLD'S GYM ベースボールクラブ 投手


