
加盟チーム 

ＴＥＬ ０９２－７６１－６０３６

ＦＡＸ ０９２－７２２－０３２８
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ＦＡＸ ０９２－５１２－７９９０

役職名 背番号 氏　名 出身（球歴）

代表兼

総監督
75 渡邉　　 浩令 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ

部　長 ― 小鴨　　 由水 ｺｶﾞﾓ ﾕﾐ

部　長

（CKGアカデミー）
― 佐藤　　 義行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ

監督 71 林　　　  亮介 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 博多工業高校ー 九州三菱自動車 

監督

（CKGアカデミー）
76 服部　　 文夫 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐｵ 筑紫工業高校 ー 九州三菱自動車 ー 千葉ロッテマリンズ

助監督 74 有田　　 博紀 ｱﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ 早良高校ー沖データコンピュータ教育学院 ー 熊本ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾗｰｸｽ

コーチ 72 久保山　道弘 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ 小郡高校ー福岡大学

コーチ 73 田原　　 誠次 ﾀﾊﾗ ｾｲｼﾞ 聖心ウルスラ学園高等学校－三菱自動車倉敷オーシャンズ ー 読売ジャイアンツ

コーチ

（CKGアカデミー）
70 小柳　　 隆二 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 九産大九州高校―沖データコンピュータ教育学院

コーチ兼

マネージャー

（CKGアカデミー）

― 緒方　　保 ｵｶﾞﾀ ﾀﾓﾂ 苅田工業高校ー沖データコンピュータ教育学院

マネージャー ― 勝山　　 遥人 ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾄ 香住丘高等学校

選  手   ( 3年 ）

ポジション 背番号 氏　名 出身校

投手 14 矢島　　有也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 純真高校

〃 16 田代　　昌椰 ﾀｼﾛ ﾏｻﾔ 博多工業高校

〃 30 宮﨑　　大地 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 沖縄水産高校

〃 34 德永　　怜皇 ﾄｸﾅｶﾞ ﾚｵ 専修大学玉名高校

〃 42 山下　　弘翔 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 大分国際情報高校

〃 45 柚原　　和真 ﾕﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 佐世保実業高校

〃 47 宗岡　　錬 ﾑﾅｵｶ ﾚﾝ 古賀竟成館高校

〃 56 武田　　凛 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝ 下関国際高校

捕手 22 瓜生　　凌汰 ｳﾘｭｳ ﾘｮｳﾀ 希望が丘高校

〃 25 日野　　友太 ﾋﾉ ﾕｳﾀ 宮崎商業高校

内野手 7 藤岡　　陸 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｸ 希望が丘高校

〃 24 鳥飼　　竜之介 ﾄﾘｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 創成館高校

〃 31 村山　　聖斗 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾄ 飯塚高校

〃 37 松﨑　　晴人 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 飯塚高校

〃 41 水谷　　克希 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾂｷ 久留米筑水高校

〃 48 森本　　大智 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 飯塚高校

〃 51 柴田　　和典 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 玄洋高校

外野手 0 石川　　柚月 ｲｼｶﾜ ﾕｽﾞｷ 北山高校

〃 10 樋口　　昇樹 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 藤蔭高校

〃 28 西村　　雄大 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 長崎総合科学大学附属高校

〃 43 角田　　延大 ｽﾐﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 佐世保実業高校

〃 52 松村　　和樹 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本農業高校

〃 57 真弓　　大翔 ﾏﾕﾐ ﾋﾛﾄ 九州文化学園高校

〃 58 本多　　将也 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 別府翔青高校

〃 96 河端　　太陽 ｶﾜﾊﾞﾀ ｿﾗ 神村学園高等部福岡学習センター

  所在地

（沖データコンピュータ教育学

〒８１０－０００１
電話

 福岡県福岡市中央区天神４丁目５－５

令和  4 年度     専門学校 コンピュータ教育学院 / 専門学校 コンピュータ教育学院メディアコミュニケーション 硬式野球部 部員名簿

学校法人　渡邉学園

NDSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

学校法人　渡邉学園

フリガナ

NDSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

外部コーチ

学校法人　渡邉学園

外部コーチ

学校法人　渡邉学園

学校法人　渡邉学園

役職者名

フリガナ 勤務先

学校法人　渡邉学園 （理事長）

NDSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

企業

選手 94名

沖データコンピュータ教育学院

CKGアカデミー

(学校法人 渡邉学園 専門学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院／専門学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院メディアコミュニケーション）

  所在地

（CKGアカデミー）

〒８１０－０００１
電話

 福岡県福岡市南区向野２丁目１０ー３０
登録種別



選  手   ( 2年 ）

ポジション 背番号 氏　名 出身校

投手 12 和田　　健 ﾜﾀﾞ ｹﾝ 八代東高校

〃 15 松下　　尚樹 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 山陽高校（広島）

〃 17 堀田　　智貴 ﾎﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ 生光学園高校

〃 18 軸丸　　泰行 ｼﾞｸﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 日出総合高校

〃 20 東　　　泰佑 ﾋｶﾞｼ ﾀｲｽｹ 文徳高校

〃 21 繁永　　翁甫 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｵｵｽｹ 楊志館高校

〃 38 平野　　快旺 ﾋﾗﾉ ｶｲｵ 鳥栖工業高校

〃 67 江上　　祐矢 ｴｶﾞﾐ ﾕｳﾔ 西日本短期大学付属高校

〃 69 武田　　颯人 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 筑紫台高校

〃 82 坂田　　航基 ｻｶﾀ ﾕｳｷ 久留米筑水高校

捕手 9 石松　　爽 ｲｼﾏﾂ ｿｳ 星琳高校

〃 23 一ノ瀬　晃壽 ｲﾁﾉｾ ｺｳｼﾞｭ 福岡第一高校

〃 61 豊藤　　駿稀 ﾄﾖﾌｼﾞ ｼｭﾝｷ 西海学園高校

〃 62 河﨑　　博和 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 玄洋高校

〃 63 楢﨑　　公平 ﾅﾗｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 糸島高校

内野手 4 下澤　　右京 ｼﾓｻﾞﾜ ｳｷｮｳ 東福岡高校

〃 26 長嶺　　良亮 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｮｳｽｹ 日向学院高校

〃 33 白水　　一成 ｿﾛｳｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 筑紫台高校

〃 78 櫻本　　孝介 ｻｸﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ 太宰府高校

〃 79 杉原　　悠太 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 福岡農業高校

〃 83 福嶋　　優貴 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 球磨工業高校

〃 84 中村　　幸太 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 玄洋高校

〃 85 平田　　篤紀 ﾋﾗﾀ ｱﾂｷ 大分国際情報高校

86 松本　　翼 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 大分国際情報高校

外野手 3 関山　　璃久斗 ｾｷﾔﾏ ﾘｸﾄ 下関国際高校

〃 49 森崎　　辰弥 ﾓﾘｻｷ ﾀﾂﾔ 大分東明高校

〃 59 松尾　　翔二朗 ﾏﾂｵ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 東筑紫学園高校

〃 60 緒方　　陽太 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 翔陽高校

〃 66 林　　　 咲磨 ﾊﾔｼ ｻｸﾏ 南稜高校

選  手   ( 1年 ）

ポジション 背番号 氏　名 出身校

投手 11 松竹　　嬉竜 ﾏﾂﾀｹ ｷﾘｭｳ KBC学園未来高等学校 沖縄学習センター

〃 13 菊池　真冴哉 ｷｸﾁ ﾏｻﾔ 博多工業高等学校

〃 29 吉田　　英寿 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 純真高等学校(福岡）

〃 30 與古田　　舜 ﾖｺﾀﾞ ｼｭﾝｷ 中部商業高等学校

〃 31 菅　　　颯馬 ｽｶﾞ ｿｳﾏ 日田林工高等学校

〃 32 梅野　　将真 ｳﾒﾉ ｼｮｳﾏ 佐世保実業高等学校

〃 36 東　　　明信 ﾋｶﾞｼ ｱｷﾉﾌﾞ 加治木高等学校

〃 42 後釜　　佑紀 ｳｼﾛｶﾞﾏ ﾕｳｷ 鹿屋農業高等学校

〃 45 川上　　優斗 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ 藤蔭高等学校

〃 46 大瀬戸　恋 ｵｵｾﾄ ﾚﾝ 大牟田高等学校

〃 48 中島　　優覇 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾊ 鹿児島南高等学校

〃 52 宮平　　龍海 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｮｳｶ 中部商業高等学校

〃 56 植村　　宇宙 ｳｴﾑﾗ ｿﾗ 出水中央高等学校

〃 64 正田　　将也 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾔ 石見智翠館高等学校

〃 80 中司　　俊也 ﾅｶﾂｶ ﾄｼﾔ 沖学園高等学校

〃 90 濱田　　彪聖 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｮｳｾｲ 大分県立別府翔青高等学校

捕手 28 工藤　勇羽音 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 大分県立別府翔青高等学校

〃 40 前野　航太郎 ﾏｴﾉ ｺｳﾀﾛｳ 八幡工業高等学校

〃 87 溝口　　裕亮 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 東海大学付属福岡高等学校

〃 88 吉田　　光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 三潴高等学校

内野手 1 江田　　柊斗 ｺｳﾀﾞ シュウト 有明高等学校（熊本）

〃 5 中西　　歩夢 ﾅｶﾆｼ ｱﾕﾑ 敬徳高等学校

〃 34 河野　　壮佑 ｺｳﾉ ｿｳｽｹ 九州文化学園高等学校

〃 37 是永　　翔稀 ｺﾚﾅｶﾞ ｼｮｳｷ 楊志館高等学校

〃 39 小池　　琉晟 ｺｲｹ ﾘｭｳｾｲ 博多工業高等学校

〃 50 迫田　　尚之 ｻｺﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 神村学園高等部

〃 65 東田　　琉世 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｷ 高川学園高等学校

〃 68 中村　　恒太 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 鎮西高等学校（熊本）

〃 91 鹿野　　祥治 ｶﾉ ｼｮｳｼﾞ 長門高等学校

〃 92 前田　　知輝 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 早良高等学校

〃 94 井上　　　羽 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ 大分国際情報高等学校

〃 95 関　　嘉寿眞 ｾｷ ｶｽﾞﾏ 大分国際情報高等学校

〃 98 若松　　洋誠 ﾜｶﾏﾂ ﾖｳｾｲ 宮崎第一高等学校

外野手 8 梶原　　周拳 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｹﾞﾝ 伊万里実業高等学校

〃 44 岩切　　青空 ｲﾜｷﾘ ｿﾗ 佐土原高等学校

〃 53 中村　　勝斗 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾄ 純真高等学校(福岡）

〃 54 山口　　朝輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻﾋ 創成館高等学校

〃 81 中村　　匠志 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 博多工業高等学校

〃 89 正木　　涼祐 ﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ 福岡農業高等学校

〃 97 井上　　皓也 ｲﾉｳｴ ｺｳﾔ 大分国際情報高等学校

フリガナ

フリガナ


