
令和４年度　札幌ブルーインズ名簿 2022/8/3現在

背番号 役職等 位置 名　前 年齢 出身高校 出身大学 投打 備考

25 部長 投手 笹原　拓己 56 札幌白石高 北海道工業大 右右

37 副部長 外野手 髙岡　信雄 54 小樽潮陵高 同志社大 右右

0 監督 内野手 白石　洋平 37 北海高 札幌学院大 右左

31 助監督 内野手 青山　達哉 51 北海高 北海学園大 右左

13 コーチ 内野手 福佐　圭介 36 室蘭大谷高 北海道工業大 右右

22 コーチ 外野手 工藤　靖之 49 東海大四高 札幌大 右左

46 コーチ 内野手 西垣　類 39 札幌日大高 北海学園大 右右

6 主務 内野手 木村　宏大 30 苫小牧東高 北海学園大 右右

28 副務 内野手 彦坂　龍次郎 28 大麻高 大東文化大 右右

スコアラー 宇佐美　美香 学校法人石川高 札幌国際大

14 休部 投手 齋藤　朋希 28 北海学園札幌高 北海学園大 右左

17 投手 登嶋　恭平 25 札幌光星高 青森大 右右

18 投手 今井　那拓 25 北海道大谷室蘭高 星槎道都大 右右

19 投手 大西　朗弘 37 名寄農業高 拓殖大学北海道短期大 右右

20 投手 川村　宏人 27 真狩高 旭川大 右右

21 投手 鈴森　雄貴 29 花巻北高 北海道大 右左

29 投手 宮崎　太希 36 札幌光星高 北海学園大 右右

33 投手 高口　翔 25 札幌厚別高 右右

34 休部 投手 澤田　雅崇 51 札幌手稲高 北海道教育大岩見沢 右左

9 捕手 千葉　奨 37 駒大苫小牧高 北海学園大 右右

27 捕手 阿部　希実 22 札幌静修高 北海学園大 右右

1 内野手 後藤　璃空 24 札幌日大高 札幌学院大 右左

2 内野手 小板橋　凌大 23 札幌平岡高 北翔大 右右

5 内野手 佐山　知 24 士別翔雲高 札幌国際大 右右

7 内野手 東海林　泰成 24 札幌日大高 日本大 右右

8 転籍 内野手 小笠原　大晃 28 札幌日大高 日本大 右右

10 主将 内野手 宇佐美　公貴 30 北海高 札幌国際大 右右

32 新入部 内野手 岡田　大輝 22 札幌東高 北海道教育大旭川 左右

44 休部 内野手 佐々木　亮斗 29 恵庭南高 仙台大 右両

61 内野手 本多　秀充 36 旭川商業高 札幌大 右左

3 新入部 外野手 高階　成雲 22 札幌第一高 札幌学院大 右左

4 外野手 千葉　直樹 35 水沢高 北翔大 右右

23 新入部 外野手 小川　聖斗 19 知内高 右右

24 外野手 横山　晴人 24 札幌日大高 星槎道都大 右右

26 外野手 藤原　誠 27 旭川南高 札幌学院大 右左

35 外野手 平野　想太郎　 28 苫小牧東高 北海道大 右左

38 外野手 田中　諒 27 真狩高 左左

40 休部 外野手 高橋　緩 43 旭川西高 北海道教育大岩見沢 右右

42 外野手 髙橋　駿介 22 札幌啓北商業高 右左

55 休部 外野手 佐藤　凌也 25 遠軽高 札幌国際大 右右


