
：http://www.interline.or.jp/~wubc/
：https://twitter.com/wubbc89



 選 手 紹 介
宮本　翔太 投手 高橋　俊貴 投手 野山　純一 投手 神崎　稜平 投手 三宅川　蓮 投手

みやもと　しょうた たかはし　としき のやま　じゅんいち かんざき　りょうへい みやがわ　れん

田中　達希 投手 貴志　弘顕 投手 坂田　龍馬 投手 高向　遼平 投手 太田　航平 投手
たなか　たつき きし　ひろあき さかた　りょうま （兼・副務） たかむき　りょうへい おおた　こうへい

 1924年（大正13年）

田中 謙一郎 投手 松本　啓吾 投手 眞鍋　雄己 捕手 尾関　力也 捕手 吉原　十朗 捕手
たなか　けんいちろう まつもと　けいご まなべ　ゆうき （主務） おぜき　りきや よしはら　じゅうろう

 2016年（平成26年度）

小倉　良仁 捕手 藤本　将太 捕手 荒木　拓海 捕手 杉山　駿一 捕手 萬野　宙 捕手
おぐら　よしひと ふじもと　しょうた あらき　たくみ すぎやま　しゅんいち まんの　ひろし

児玉　健吾 内野手 上田　悠史 内野手 太田　裕也 内野手 大畑　達矢 内野手 田中　智章 内野手
こだま　けんご （兼・副務） うえだ　ゆうじ おおた　ゆうや おおはた　たつや たなか　ともあき

田中　康士朗 内野手 名郷根　亮 内野手 田頭　優人 内野手 佐藤　孝祐 内野手 馬場　航平 内野手
たなか　こうしろう なごね　りょう たがしら　ゆうと さとう　こうすけ （兼・副務） ばば　こうへい

教育，２（八尾） 教育，２（桐蔭） 経済，２（加古川北） 経済，１（京都翔英） 

T160／W70，右投右打 T170／W73，右投右打 T176／W67，右投右打
シス，３（市岡）

下克上

４３

笑顔、感謝

１５ １６

一球入魂 平常心 信汗不乱 人間的成長なくして技術の進歩なし

熱男誰かのために

T178／W82，右投右打 T178／W78，右投右打 T175／W75，右投右打 T172／W75，右投右打

経済，１（市岡）  シス，１（大阪学芸） 経済，４（高川学園） 経済，３（高田商業）

１ １０

T166／W60，右投右打 T172／W77，右投右打

３０

２

経済，４（高川学園）

自覚

シス，３（和泉）

投

教育，３（鳥取西）

冬も必ず春となる

経済，３（海南）

楽しむ！

経済，３（岸和田）

心技体

１１ １４

経済，１（郡山）

３９

T181／W74，右投右打 T173／W75，右投右打 T166／W64，左投左打 T172／W75，左投左打 T167／W65，左投左打
耐雪梅花麗

５ ４５

勇往邁進熱男

６

日々成長

１２

今やらな、いつやるねん

７

経済，３（大体大浪商）

教育，３（田辺）経済，４（大体大浪商） 経済，４（済美） 経済，３（智辯学園和歌山）経済，４（高川学園）

２３

教育，２（郡山）

躍動 一所懸命 誰かのために 自信は努力の積み重ね
T167／W78，右投右打 T169／W67，左投左打

不撓不屈

T181／W79，右投左打T170／W55，右投左打
勇往邁進

２０ ２８ ３３ ４４

教育，３（桐蔭） 教育，３（岸和田） 教育，３（濟々黌）

意識なくして成果なし 夢叶うまで挑戦

T176／W74，右投左打 T174／W67，右投右打 T185／W78，左投左打 T176／W70，左投左打 T179／W66，右投右打

１３ １８ ４７

T175／W70，右投右打

T165／W62，右投左打 T178／W70，右投右打 T164／W67，右投右打 T177／W74，右投右打 T173／W72，右投右打
日進月歩 恩に報いる 自立自律自率 獅子奮迅

教育，１（鳳） 観光，１（明石城西） 経済，１（明石商業）教育，３（大塚） 経済，２（明石商業）

T178／W81，右投右打



宮井　佑輔 内野手 吉野　友章 内野手 片嶺　友汰 内野手 二田　幸洋 内野手 小原　寛太 内野手
みやい　ゆうすけ よしの　ともあき かたみね　ゆうた にた　こうよう おはら　かんた

北川　剛 内野手 松村　直樹 内野手 山口　奎 外野手 池内　健人 外野手 得津　尚希 外野手
きたがわ　つよし まつむら　なおき やまぐち　けい いけうち　けんと とくつ　なおき

猪飼　真 外野手 清川　説志 外野手 東　翔太 外野手 西林　聖人 外野手 田淵 公一郎 外野手
いかい　まこと きよかわ　とくし ひがし　しょうた にしばやし　しょうと （副主将） たぶち　こういちろう

菱谷　有馬 外野手 浦　広大 外野手 廣瀬　拓也 外野手 土田　佳武 外野手 安福　椋 外野手
ひしたに　ありま うら　こうだい ひろせ　たくや つちだ　かむ やすふく　りょう

安藤　孔徳 外野手 早川　豊 外野手 檜尾　一平 外野手
あんどう　よしのり はやかわ　ゆたか ひのきお　いっぺい

渡邉　翔太 主務 阪上　翔太 楠岡　毅
わたなべ　しょうた さかうえ　しょうた くすおか　つよし

T168／W58，右投左打

教育，２（関西大学第一） 経済，１（久留米商業）

２４ ２５ ２７

４

教育，１（石山）

一生懸命 粒々辛苦

雲外蒼天

剛毅果断 七転八起

因果応報

経済，１（高知）

下剋上 運命はその人の性格の中にあり ばかになれ
T177／W70，左投左打
経済，３（明石城西） 経済，３（高川学園） 経済，３（向陽）

４９

経済，１（南部龍神）

９ ２６ ４１

T182／W82，右投右打
経済，２（向陽） 経済，２（近畿大学附属） 経済，１（東邦）

学生
コーチ

顔晴る 一生懸命 一期一会

教育，１（加納） シス，１（伊丹） 教育，１（向陽） 

経済，１（北照） 経済，１（山梨学院） 経済，１（京都すばる）

日進月歩 一日一善

教育，４（桐蔭）

努力なくして栄光なし我武者羅 疾風に勁草を知る
T177／W72，右投右打 T177／W67，右投右打

教育，４（星林）

耐えて夢を追え
T170／W65，右投左打 T177／W70，右投左打

T168／W65，右投右打 T174／W78，右投左打 T166／W67，右投左打 T170／W63，右投左打

経済，１（奈良学園） 経済，４（丸亀）

２２

経済，３（和歌山商業） 経済，２（鳥羽）

本気

T174／W68，右投左打 T168／W75，左投左打 T175／W78，右投右打 T181／W80，右投右打 T179／W75，右投右打

T171／W65，右投右打 T169／W64，左投左打 T167／W72，右投左打

 経済，１（桐蔭）教育，４（郡山） 教育，４（宝塚北）

学生
コーチ

(兼・副務)

感謝 涓滴岩を穿つ 因果応報

４２

T174／W73，右投右打 T172／W56，右投右打 T168／W66，右投右打

８

T166／W68，右投右打
感謝

【マネージャー】 

 福井  菜奈 ふくい なな    経済，３（和歌山商業） 

 梅野  翔子 うめの しょうこ   観光，３（智辯学園） 

 尾﨑未奈巳 おざき みなみ   経済，３（岡崎西） 

 小林  真侑 こばやし まゆ   教育，２（鳥取西） 

 若杉  美海 わかすぎ みう   経済，２（神戸星城） 

 上安  美貴 うえやす みき   経済，１（池田） 

 迫田  瑞巴 さこだ みずは   経済，１（高松西） 

【部  長】 竹林  明 たけばやし はじめ 

 

【総監督】 糸川  公偉 いとかわ まさひで 

 

【監  督】 大原  弘 おおはら ひろし 

 

【コーチ】 石谷  俊文 いしたに としふみ 



 試合スケジュール

第66回全日本大学野球選手権大会

平成29年（2017）6月5日（月）から7日間

【球場】明治神宮野球場、東京ドーム

【出場校】27校

【試合方式】トーナメント、指名打者制

第66回全日本大学野球選手権大会参考：
http://www.jubf.net/alljapan/
http://www.jubf.net/alljapan/alljapan2017_bracket.html

 硬式野球部の歴史

創部

近畿学生野球連盟加盟（近畿学生野球連盟発足＝1948年）

春季リーグで大阪市立大とリーグ入れ替え戦に勝利し、一部リーグに（6年13季ぶり）
秋季リーグから一部リーグとして戦う

春季リーグが和歌山・紀三井寺球場で初開催

秋季リーグ
奈良学園大　10勝0敗、勝ち点5で1位
和歌山大学　7勝6敗1分け、勝ち点3で2位
（このとき和大は過去最高成績、65年ぶりに2位）

今春で10季連続同リーグ1部残留
春季リーグにて9季ぶりに奈良学園大に勝利し、連敗を17でストップ
勝ち点を4とし、1部リーグ悲願の初優勝！第66回全日本大学野球選手権大会に出場決定
また表彰選手に捕手・眞鍋、二塁手・宮井の2名、最優秀選手かつ最優秀投手に貴志が選出 

●硬式野球部HPはこちら！　　　　http://www.interline.or.jp/~wubc/

●試合速報は硬式野球部twitterで！https://twitter.com/wubbc89

和歌山大学学生支援課　TEL：073-457-7110　／　和歌山大学広報室　TEL：073-457-7010

J SPORTS（CS）にて
和歌山大学初戦も生中継！
【放送時間】8:55～18:50

 1924年（大正13年）

 1950年（昭和25年）

 2012年（平成24年度）

 2016年（平成28年度）

 2016年（平成26年度）

 2017年（平成29年度）

 

 硬式野球部では、「全国大会出場にあたりご協力のお願い」として寄附金を受付中です。 

 

    振込先：紀陽銀行本店営業部 普通 2315146 

        和歌山大学硬式野球部 部長 竹林 明 
 

     できれば一口1万円でお願いできればありがたいですが、志を賜れれば幸甚に存じます。 

     お手数をおかけいたしますが下記の内容をご明記の上メールまたは郵送にてお知らせ下さい。 

     メールの場合、件名に「硬式野球部寄付」とご記入ください。よろしくお願いいたします。 

 

      ①ご氏名(ふりがな)、②ご連絡先(住所・電話番号) 

      ③ご所属(卒業生の方は、学部、期)、④ご寄付いただいた金額 

 
 

  

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計

和歌山大学硬式野球部部長 竹林明(観光学部教授)  

連絡先：073-457-8574(研究室)/8547(不在時) 

 e-mail：bamboo@center.wakayama-u.ac.jp 

http://www.jubf.net/alljapan/
http://www.jubf.net/alljapan/alljapan2017_bracket.html
http://www.interline.or.jp/~wubc/
https://twitter.com/wubbc89

