
　　　　２０２２年度　神奈川県還暦軟式野球連盟　チーム役員名簿（還暦）

連絡責任者 ホームページ（URL)へリンク

M担当者

KA-01 横浜球和会 〇 神林　一 羽二生俊之 羽二生俊之 渋谷　真人 チームHPへ

KA-02 横浜港南クラブ 〇 村田　隆雄 村田　隆雄 鈴木　良明 鈴木　良明

KA-03 川崎プライム 宍戸　照男 宇佐美　正 長谷川由勝 中井　久雄

KA-04 川崎メッツ 山科　二郎 堀内　恵一 山科　二郎 河原　修

KA-05 横須賀シニアクラブ 〇 平山　暢久 秋元　英二 秋元　英二 秋山　正勝 チームHPへ

KA-06 大和オールスターズ 吉川　賢治 保田　勝利 吉川　賢治 吉川　賢治

KA-07 南足柄生涯野球クラブ 〇 永岡　善高 石井　満 月村　邦夫 山本　靖

KA-08 秦野遊球倶楽部 〇 川上　之久 鶴岡　清志 鶴岡　清志 小早川規好 チームHPへ

KA-10 横浜日限クラブ 〇 鈴木　芳和 池田　展夫 鈴木　章 上原　修嗣

KA-11 川崎ドリーム 〇 皆川　修 皆川　修 伊波　興治 河野　利次

KA-12 湘南ドリームズ 後藤　規夫 細山　治男 細山　治男 坂井　英治

KA-13 小田原オイターズ 〇 宮崎　善男 神永　四郎 宮崎　善男 宇陀　利行

KA-14 川崎ウェーブ 〇 大森　正勝 竹内　才司 馬場　昭匡 竹内　才司

KA-15 横浜シャークス 島田　宗一 後藤　孝 芝　幸雄 丸子　敏則 チームHPへ

KA-16 逗葉マリンズ 〇 新田　英夫 倉持　邦幸 倉持　邦幸 倉持　邦幸

KA-18 横浜ファイターズ 〇 太田　雍彦 塚原　義一 磯田　信一 塚原　義一 チームHPへ

KA-19 あやせ銀友クラブ 稲村　哲男 田辺　正男 田辺　正男 藤宮　正三

KA-20 川崎レッズ 山口　和幸 山口　和幸 山口　和幸 古川　牧雄

KA-21 川崎マスターズ 川村　登 川村　登 林　俊行 林　俊行

KA-22 湘南シルバースターズ 〇 廣瀬　忠夫 泉　初夫 泉　初夫 高橋　敏夫

KA-23 横浜サンデーズ 〇 岡　邦宏 大江　光正 大江　光正 山田　幸男

KA-24 逗子バスターズ 遊佐　武英 遊佐　武英 遊佐　武英 豊田　純也

KA-25 座間クラブ 〇 春木　元征 山崎　哲 春木　元征 山崎　哲 チームHPへ

KA-26 湘南ボーイズ 青木　啓 高橋　勝久 高橋　勝久 大高　利夫

KA-27 川崎　炎 〇 五野上益男 三上　能樹 三上　能樹 五野上益男

KA-28 横浜フレンズ 市瀬　法男 斎藤　英樹 市瀬　法男 庄司　孝之

KA-29 アツギJJクラブ 〇 福住　正美 土館　正明 森田　一美 上田三也

登録No. 理事監督代表者全還連チーム名

https://www.netto.jp/ykyuwa/
http://sukasenior.sakura.ne.jp/
https://sites.google.com/site/qinyeyouqiujulebu/
https://momonga-net.com/baseball/Welcome.do?team=yokohama-sharks
https://ameblo.jp/yokohama-fighters/
http://zamat.genki365.net/gnkz/mypage/index.php?gid=G0000210


　　２０２２年度　神奈川県還暦軟式野球連盟　チーム役員名簿（古希）

連絡責任者 ホームページ（URL)へリンク

M担当者

KO-01 神奈川かもめ 飯塚　要作 若田部　清 関　芳行 若田部　清

KO-02 横浜ファイターズ・古希 〇 太田　雍彦 黒岩　政己 中原　孝一 中原　孝一 チームHPへ

KO-03 横須賀シニアクラブ・古希 〇 平山　暢久 石井　章 石井　章 秋山　正勝 チームHPへ

KO-04 大和オールスターズ・古希 〇 吉川　賢治 保田　勝利 渡辺　平三 吉川　賢治

KO-05 湘南ドリームズ・古希 後藤　規夫 石橋　正行 宮田　博幸 坂井　英治

KO-06 南足柄生涯野球クラブ・古希 〇 永岡　善高 井藤　進二 月村　邦夫 石川　昇司

KO-07 横浜ひまわり野球クラブ 鈴木　達雄 内田　裕久 内田　裕久 直井　俊昭

KO-08 川崎ブルーソックス 〇 中矢　邦彦 土田　勲 中矢　邦彦 本間　敬之 チームHPへ

KO-09 秦野遊球倶楽部・古希 〇 川上　之久 飯田　武志 飯田　武志 小早川規好 チームHPへ

KO-10 逗葉マリンズ・古希 〇 新田　英夫 長谷川忠弘 長谷川忠弘 鎌田　敬士

KO-11 湘南シルバースターズ・古希 〇 廣瀬　忠夫 森　睦夫 廣瀬　忠夫 堀内　実

KO-12 横浜港南クラブ・古希 〇 楠　　昇 竹村　隼隆 竹村　隼隆 小川　保

KO-13 綾相野球クラブ　　　　 〇 池田　彰一 佐藤　強 佐藤　強 佐藤　強

KO-14 川崎炎・古希 五野上増男 新井　満 新井　満 五野上増男

KO-15 横浜球和会・古希 荒川　隆 秋葉　均 北爪　稔 鳥羽洋一郎 チームHPへ

KO-16 湘南ボーイズ・古希 青木　啓 島本 清則 高橋　勝久 大高 利夫

　　２０２２年度　神奈川県還暦軟式野球連盟　チーム役員名簿（G古希）

連絡責任者 ホームページ（URL)へリンク

M担当者

GK-01 川崎ブルーソックスG ― 加古　哲雄 加古　哲雄 中矢　邦彦 加古　哲雄 チームHPへ

GK-02 G古希横浜 ― 小高　靖男 久保田良知 久保田良知 下山　寿

GK-03 横浜ファイターズ・G古希 ― 太田　雍彦 佐藤　征男 中原　孝一 小澤　邦彦 チームHPへ

GK-04 横須賀シニアクラブ・G古希 ― 平山　暢久 本間　義啓 本間　義啓 秋山　正勝 チームHPへ

GK-05 逗葉マリンズ・G古希 ― 新田　英夫 金子　保夫 国松長一郎 鎌田　敬士

GK-06 相模野球クラブ ― 片桐　有三 長井　利之 中島　則義 宇治原健二

GK-09 湘南ドリームズ・G古希 ― 後藤　規夫 石橋　正行 石橋　正行 坂井　英治

GK-10 横浜みなとG古希 ― 西田　隆 楠  　昇 楠  　昇 西田　隆

GK-11 G古希川崎 ― 神村　一幸 高橋　義弘 神村　一幸 神村　一幸

　　２０２２年度　神奈川県還暦軟式野球連盟　チーム役員名簿（傘寿）

連絡責任者 ホームページ（URL)へリンク

M担当者

SA-01 オール川崎 ー 加古　哲雄 加古　哲雄 中矢　邦彦 加古　哲雄

SA-02 傘寿横浜 ー 小高　靖男 石浜　純 藤井　義雄 下山　寿

SA-03 オール県央 ー 瀬戸　由文 北村　隆也 北村　隆也 原田十四男

SA-04 オール湘南 ー 平山　暢久 鈴木　正徳 平山　暢久 鎌田　敬士

SA-05 横浜ファイターズ・傘寿 ー 太田　雍彦 岡崎　四郎 黒岩　政己 芳垣　好勇

代表者 監督

登録No.

理事

登録No. チーム名 代表者全還連 監督 理事

チーム名 代表者全還連 監督 理事

登録No. チーム名 全還連

https://ameblo.jp/yokohama-fighters/
http://sukasenior.sakura.ne.jp/
http://bluesocks.jugem.jp/
https://sites.google.com/site/qinyeyouqiujulebu/
https://www.netto.jp/ykyuwa/
http://bluesocks.jugem.jp/
https://ameblo.jp/yokohama-fighters/
http://sukasenior.sakura.ne.jp/

