
平成２８年２月１０日現在 ※○は指導する学校が決まった方ですが、常勤ではないので交渉次第では指導が可能です。
※年齢は平成２７年４月１日現在

平成26年度受領分（平成28年度までの3年間自動継続） 平成27年度受領分（平成29年度までの3年間自動継続）

氏名（年齢） 広　野　　　功　　（７１歳） 最終球団 東北楽天ゴールデンイーグルス 氏名（年齢） 橋　本　武　広　　（５０歳） 最終球団 埼玉西武ライオンズ
出身高校 徳島県・徳島商業高等学校 指導対象 打撃 出身高校 青森県・七戸高等学校 指導対象 投手
出身大学 慶應義塾大学 指導期間 限定なし 出身大学 東京農業大学 指導期間 要相談

居住都道府県 東京都 居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 三　井　浩　二　　（４１歳） 最終球団 埼玉西武ライオンズ 氏名（年齢） 福　本　万一郞　　（６８歳） 最終球団 日本ハムファイターズ
出身高校 北海道・足寄高等学校 指導対象 投手・バッテリー 出身高校 福島県・須賀川高等学校 指導対象 投手・野球全般
出身大学 指導期間 要相談 出身大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 東京都 居住都道府県 福島県

氏名（年齢） 宮　川　一　彦　　（４６歳） 最終球団 横浜ベイスターズ 氏名（年齢） 徳　元　　　敏　　（３８歳） 最終球団 東北楽天ゴールデンイーグルス
出身高校 静岡県・静清高等学校 指導対象 守備・走塁・打撃 出身高校 沖縄県・沖縄水産高等学校 指導対象 投手・打撃
出身大学 東北福祉大学 指導期間 限定なし 出身大学 東京農業大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 神奈川県 居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 山　本　晴　三　　（６６歳） 最終球団 阪神タイガース 氏名（年齢） 河　村　健一郎　　（６７歳） 最終球団 阪神タイガース
出身高校 兵庫県・小野高等学校 指導対象 トレーニング・動作改善など 出身高校 山口県・桜ヶ丘高等学校 指導対象 打撃・バッテリー
出身大学 大阪商業大学 指導期間 限定なし 出身大学 芝浦工業大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 兵庫県 居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 松　岡　　　弘　　（６７歳） 最終球団 東京ヤクルトスワローズ 氏名（年齢） 平　下　晃　司　　（３６歳） 最終球団 オリックス・バファローズ
出身高校 岡山県・倉敷商業高等学校 指導対象 投手・チーム全般 出身高校 宮崎県・日南学園高等学校 指導対象 打撃・走塁・守備
出身大学 指導期間 限定なし 出身大学 指導期間 月、金、土、日、祭日のみ

居住都道府県 東京都 居住都道府県 兵庫県

氏名（年齢） 中　藤　義　雄　　（５１歳） 最終球団 近鉄バファローズ 氏名（年齢） 藤　田　太　陽　　（３５歳） 最終球団 東京ヤクルトスワローズ
出身高校 岡山県・倉敷工業高等学校 指導対象 打撃・投手・内野・外野など 出身高校 秋田県・新屋高等学校 指導対象 投手・トレーニング
出身大学 指導期間 限定なし 出身大学 指導期間 応相談

居住都道府県 岡山県 居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 堀　場　秀　孝　　（５９歳） 最終球団 東京読売巨人軍 氏名（年齢） 根　鈴　雄　次　　（４２歳） 最終球団 徳島インディゴソックス
出身高校 長野県・丸子実業高等学校 指導対象 打撃・捕手 出身高校 東京都・新宿山吹高等学校 指導対象 ウェイトトレーニング・打撃
出身大学 慶應義塾大学 指導期間 限定なし 出身大学 法政大学 指導期間 応相談

居住都道府県 長野県 居住都道府県 神奈川県

氏名（年齢） 立　花　龍　司　　（５０歳） 最終球団 千葉ロッテマリーンズ
出身高校 大阪府・浪商高等学校 指導対象 コンディショニングコーチ
出身大学 大阪商業大学、筑波大学院 指導期間 応相談

居住都道府県 千葉県

氏名（年齢） 南　渕　時　高　　（４９歳） 最終球団 オリックス・ブルーウェーブ
出身高校 奈良県・天理高等学校 指導対象 打撃・守備・走塁
出身大学 青山学院大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 大阪府

氏名（年齢） 三　沢　　　淳　（６２歳） 最終球団 日本ハムファイターズ
出身高校 島根県・江津工業高等学校 指導対象 投手ほか
出身大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 愛知県

氏名（年齢） 前　田　　　健　（４６歳） 最終球団 阪神タイガース
出身高校 埼玉県・城西大学附属川越高等学校 指導対象 投球・打撃動作改善など
出身大学 筑波大学・大学院 指導期間 応相談

居住都道府県 兵庫県・埼玉県

氏名（年齢） 石　毛　宏　典　（５８歳） 最終球団 オリックスブルーウェーブ
出身高校 千葉県・市立銚子高等学校 指導対象 打撃・走塁など野手全般
出身大学 駒澤大学 指導期間 要相談

居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 黒　江　透　修　（７６歳） 最終球団 西武ライオンズ
出身高校 鹿児島県・鹿児島高等学校 指導対象 打撃・守備・走塁など
出身大学 指導期間 要相談

居住都道府県 東京都

氏名（年齢） 髙　橋　慶　彦　（５８歳） 最終球団 千葉ロッテマリーンズ
出身高校 東京都・城西高等学校 指導対象 打撃・走塁
出身大学 指導期間 限定なし

居住都道府県 福島県

氏名（年齢） 木　樽　正　明　（６７歳） 最終球団 千葉ロッテマリーンズ
出身高校 千葉県・銚子商業高等学校 指導対象 投手（打撃・守備・走塁）
出身大学 指導期間 要相談

居住都道府県 千葉県
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▽「学生野球資格回復者の指導登録一覧」（岩手県高等学校野球連盟）
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