
2017年11月26日
場所：メトロポリタン秋田





投手 鈴木 雄大 捕手 須田 雄人

一塁手 今野 圭佑 二塁手 夏井 健吉

三塁手 前田 憲麻 遊撃手 阿部 裕也

外野手 高橋 翔平 外野手 遠藤 凌雲

外野手 青木 玲磨 DH 藤田 千尋

新人賞 皆川 普 優秀選手賞 伊藤 一磨

優秀選手賞 菊地 貫太朗 優秀選手賞 柳田 一樹

優秀選手賞 森 椋太

2017年度 秋田県社会人野球表彰選手



特別賞 互大設備ダイヤモンドクラブ

特別賞 ゴールデンリバース

平成29年度魁星旗争奪社会人野球リーグ戦優秀選手
開催日 球場名 チーム名 氏名

秋田王冠クラブ 大友　丞
互大設備ダイヤモンドクラブ 土田　一輝
互大設備ダイヤモンドクラブ 出原　和樹
TDK 小木田　敦也
由利本荘ベースボールクラブ 土田　雄大
大曲ベースボールクラブ 渡辺　啓太
TDK 中島　和俊
JR秋田 鈴木　雄大
ゴールデンリバース 小沼　直昭
能代松陵クラブ 田村　勇太
JR秋田 半田　洸
TDK 佐藤　弘典
大曲ベースボールクラブ 伊藤　聖恭

9月2日 神岡球場 能代松陵クラブ 田村　勇太
9月30日 TDK球場 該当者なし

由利本荘ベースボールクラブ 伊藤　佑輔
ゴールデンリバース 永田　守

一部 TDK
二部 秋田王冠クラブ

優勝

8月19日 神岡球場

8月20日 神岡球場

10月15日 神岡球場

5月28日 神岡球場

7月8日 八橋球場

7月9日 八橋球場



優秀選手賞 中島 和俊 優秀選手賞 佐藤 弘典

優秀選手賞 大友 丞 優秀選手賞 土田 一輝

優秀選手賞 出原 和樹 優秀選手賞 土田 雄大

優秀選手賞 渡辺 啓太 優秀選手賞 鈴木 雄大

優秀選手賞 半田 洸 優秀選手賞 小沼 直昭

優秀選手賞 伊藤 聖恭 優秀選手賞 伊藤 佑輔

優秀選手賞 永田 守

平成29年度 魁星旗争奪秋田県社会人野球リーグ戦優秀選手



1部優勝 TDK

2部優勝 秋田王冠クラブ

平成29年度魁星旗争奪社会人野球リーグ戦優秀選手
開催日 球場名 チーム名 氏名

秋田王冠クラブ 大友　丞
互大設備ダイヤモンドクラブ 土田　一輝
互大設備ダイヤモンドクラブ 出原　和樹
TDK 小木田　敦也
由利本荘ベースボールクラブ 土田　雄大
大曲ベースボールクラブ 渡辺　啓太
TDK 中島　和俊
JR秋田 鈴木　雄大
ゴールデンリバース 小沼　直昭
能代松陵クラブ 田村　勇太
JR秋田 半田　洸
TDK 佐藤　弘典
大曲ベースボールクラブ 伊藤　聖恭

9月2日 神岡球場 能代松陵クラブ 田村　勇太
9月30日 TDK球場 該当者なし

由利本荘ベースボールクラブ 伊藤　佑輔
ゴールデンリバース 永田　守

一部 TDK
二部 秋田王冠クラブ

優勝

8月19日 神岡球場

8月20日 神岡球場

10月15日 神岡球場

5月28日 神岡球場

7月8日 八橋球場

7月9日 八橋球場


Sheet1

		順位 ジュンイ		チーム名 メイ		勝 カ		負 マ		引分 ヒキワケ		勝点 カチ テン

		優勝 ユウショウ		秋田カープ アキタ		10		2		1		21

		準優勝 ジュンユウショウ		下北手クラブ シモキタテ		10		2		1		21

		3位 イ		南山第2野球部 ナンザン ダイ ヤキュウ ブ		9		4				18						優秀選手賞 ユウシュウ センシュ ショウ		秋山　浩治 アキヤマ コウ ジ

		4位 イ		秋銀クラブ アキ ギン		9		4				18						優秀投手賞 ユウシュウ トウシュ ショウ		高野　幸平 タカノ コウヘイ

		5位 イ		東部ファイターズ トウブ		8		4		1		18						敢闘賞 カントウ ショウ		石垣　一記 イシガキ イチ キ

		6位 イ		ナイスミドル		8		5				16						勝利監督賞 ショウリ カントク ショウ		佐藤　博之 サトウ ヒロユキ

		7位 イ		明徳クラブ メイトク		6		5		2		14

		8位 イ		ダイヤモンドレッズ		7		6				14

		9位 イ		将軍野クラブ ショウグン ノ		6		6		1		13

		10位 イ		保戸野クラブ ホ ト ノ		6		7				12

		11位 イ		新屋クラブ アラ ヤ		4		8		1		9

		12位 イ		豊岩OB ユタ イワ		2		10		1		5

		13位 イ		レジェンド		1		12				2

		14位 イ		泉クラブ イズミ		1		12				2





Sheet2

		【ベストナイン】◇10名◇ メイ												平成29年度魁星旗争奪社会人野球リーグ戦優秀選手 ヘイセイ ネンド サキガケ ホシ ハタ ソウダツ シャカイ ジン ヤ キュウ セン ユウシュウ センシュ

		ポジション		チーム名 メイ		氏　　名 シ メイ		受賞回数 ジュショウ カイスウ						開催日 カイサイ ヒ		球場名 キュウジョウ メイ		チーム名 メイ		氏名 シメイ

		投手 トウシュ		JR秋田 アキ タ		鈴木　雄大 スズキ ユウダイ		初 ハツ						42883		神岡球場 カミオカ キュウジョウ		秋田王冠クラブ アキ タ オウカン		大友　丞 オオトモ ジョウ

		捕手 ホシュ		由利本荘ベースボールクラブ ユリホンジョウ		須田　雄人 スダ ユウト		初 ハツ										互大設備ダイヤモンドクラブ ゴ ダイ セツビ		土田　一輝 ツチダ イチ テル

		一塁手 イチルイシュ		ノースアジア大校友クラブ ダイ コウユウ		今野　圭佑 コンノ ケイスケ		初 ハツ										互大設備ダイヤモンドクラブ ゴ ダイ セツビ		出原　和樹 イデハラ ワ キ

		二塁手 ニルイシュ		TDK		夏井　健吉 ナツイ ケンキチ		2						42924		八橋球場 ヤバセ キュウジョウ		TDK		小木田　敦也 コ キ タ アツヤ

		三塁手 サン ルイ シュ		TDK		前田　憲麻 マエダ ケン アサ		2										由利本荘ベースボールクラブ ユリ ホンジョウ		土田　雄大 ツチダ ユウダイ

		遊撃手 ユウゲキシュ		ノースアジア大校友クラブ ダイ コウユウ		阿部　裕也 アベ ユウヤ		2										大曲ベースボールクラブ オオマガリ		渡辺　啓太 ワタナベ ケイタ

		外野手 ガイヤシュ		秋田王冠クラブ アキ タ オウカン		高橋　翔平 タカハシ ショウヘイ		初 ハツ						42925		八橋球場 ヤバセ キュウジョウ		TDK		中島　和俊 ナカジマ ワ シュン

		外野手 ガイヤシュ		秋田ベースボールクラブ アキ タ		遠藤　凌雲 エンドウ リョウ クモ		初 ハツ										JR秋田 アキ タ		鈴木　雄大 スズキ ユウダイ

		外野手 ガイヤシュ		TDK		青木　玲磨 アオキ レイ マ		初 ハツ						42966		神岡球場 カミオカ キュウジョウ		ゴールデンリバース		小沼　直昭 コヌマ ナオ アキラ

		DH		互大設備ダイヤモンドクラブ ゴ ダイ セツビ		藤田　千尋 フジタ チヒロ		初 ハツ										能代松陵クラブ ノシロ マツ リョウ		田村　勇太 タムラ ユウタ

														42967		神岡球場 カミオカ キュウジョウ		JR秋田 アキ タ		半田　洸 ハンダ アキラ

		【新人賞】◇2名◇ シンジン ショウ メイ																TDK		佐藤　弘典 サトウ ヒロシ テン

		投手 トウシュ		TDK		小木田　敦也 コ キ タ アツヤ												大曲ベースボールクラブ オオマガリ		伊藤　聖恭 イトウ セイ キョウ

		内野手 ナイ ヤシュ		TDK		皆川　普 ミナガワ ススム								42980		神岡球場 カミオカ キュウジョウ		能代松陵クラブ ノシロ マツ リョウ		田村　勇太 タムラ ユウタ

														43008		TDK球場 キュウジョウ				該当者なし ガイトウシャ

		【優秀選手賞】◇4名◇ ユウシュウ センシュ ショウ メイ												43023		神岡球場 カミオカ キュウジョウ		由利本荘ベースボールクラブ ユリ ホンジョウ		伊藤　佑輔 イトウ ユウ スケ

		投手 トウシュ		互大設備ダイヤモンドクラブ ゴ ダイ セツビ		伊藤　一磨 イトウ イチ マ												ゴールデンリバース		永田　守 ナガタ マモ

		捕手 ホシュ		TDK		菊地　貫太朗 キクチ ヌキ タロウ

		内野手 ナイ ヤシュ		JR秋田 アキ タ		柳田　一樹 ヤナギダ イチ キ								優勝 ユウショウ		一部 イチブ		TDK

		外野手 ガイヤシュ		TDK		森　椋太 モリ リョウ タ										二部 ニブ		秋田王冠クラブ アキ タ オウカン



		【特別賞】 トクベツ ショウ		◇2団体◇ ダンタイ

		3回目 カイメ		ゴールデンリバース

		初 ハツ		互大設備ダイヤモンドクラブ ゴ ダイ セツビ
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