
札幌第一高校野球部 最近 5か年の卒業生進路 

令和 2 年 12 月 28 日現在 

 

2020 年（令和２年）度 3 年生 23 人 ※受験準備中 8 人 

立教大／東京理科大／明治大２／法政大２／東洋大／國學院大／順天堂大／関西学院大 

北海学園大３／札幌学院大／北海道医療大 

 

2019 年（令和元年）度 3 年生 26 人  

北海道大／北海道教育大札幌校 

早稲田大／明治大２／法政大５／青山学院大／中央大３／専修大／駒沢大／獨協大／関西学院大 

北海学園大３／札幌大／札幌学院大３／日本医療大 

 

2018 年（平成 30 年）度 卒業生 18 人 ※受験準備中 1 人 

筑波大／千葉大／北海道教育大札幌校 

立教大／法政大２／青山学院大２／創価大／神奈川大／玉川大／日本体育大 

北海学園大２／札幌学院大／札幌国際大／北海道文教大 

 

2017 年（平成 29 年）度 卒業生 21 人 ※受験準備中 3 人 

小樽商科大／群馬大／北海道教育大函館校／北見工業大 

明治大／法政大／中央大／成城大／専修大／創価大／文教大／獨協大／神奈川大／山梨学院大／

東北学院大／札幌大／札幌学院大／東海大札幌 

 

2016 年（平成 28 年）度 卒業生 21 名 

横浜国立大／山形大／北海道教育大札幌校／釧路公立大 

慶應大／明治大／中央大／東洋大／創価大／國學院大／成城大／文教大／関西学院大 

北海学園大４／北星学園大２／札幌大／北翔大 

 

 

 

 

 



プロ野球・社会人野球・首都圏の大学で野球部所属選手 

（2001年度卒業生より） 

＜プロ・社会人野球＞    

札幌第一高卒 ⇒ 日本ハム球団 渡部 龍一  2003 年度卒 

筑波大卒    ⇒ JX-ENEOS 西島 隆成 現役選手 2011 年度卒 

専修大卒    ⇒ YAMAHA 三浦 拓馬  2011 年度卒 

法政大卒    ⇒ ホンダ熊本 知久 将人  2012 年度卒 

筑波大卒    ⇒ JR 北海道 松浦 昌平 現役選手 2009 年度卒 

青山学院大卒 ⇒ JR 北海道 山川 広大 現 JR 北海道コーチ 2002 年度卒 

高崎経済大卒 ⇒ ハナマウイ 大友  潤 現役選手 2014 年度卒 

＜首都圏  東京 6 大学、東都・首都大学野球リーグ 体育会硬式野球部所属選手＞ 

☆東京 6 大学 
 

慶應義塾大 長門  功（2016 年度卒）  

早稲田大 大坪 蓮弥（2019 年度卒）  

立教大 柴田  颯（2018 年度卒）  

明治大 畑  洋匡（2009 年度卒） 加勢 一心（2012 年度卒） 

 山田 翔太（2020 年度卒予定）  

法政大 知久 将人（2012 年度卒） 中村 泰賀（2017 年度卒） 

☆東都大学野球リーグ  

青山学院大 山川 広大（2002 年度卒）  

中央大 村田 皓大（2012 年度卒） 村田  凜（2019 年度卒） 

國學院大 上出 拓真（2016 年度卒） 髙木 和真（2020 年度卒予定） 

専修大 折笠 光紀（2010 年度卒） 三浦 拓馬（2011 年度卒） 

 近澤 欣樹（2014 年度卒） 冨樫 颯大（2017 年度卒） 

駒沢大 高石 大全（2012 年度卒） 大宮昂汰郎（2019 年度卒） 

亜細亜大 大戸 洸介（2015 年度卒）  

☆首都大学野球リーグ  

筑波大 佐藤 達朗（2008 年度卒） 松浦 昌平（2009 年度卒） 

 村上凛太郎（2010 年度卒） 西島 隆成（2011 年度卒） 

 清水 和晃（2015 年度卒） 小川  征（2018 年度卒） 



2001 年度から 2020 年度までの卒業生の大学進学先 

 

令和 2 年 12 月 28 日現在 

 

＜道内国公立＞ ＜道外私大＞  ＜道内私大＞ 

北海道大 慶應義塾大 文教大 北海学園大 

小樽商科大 早稲田大 関東学院大 北星学園大 

道教育大札幌 明治大 帝京大 北海道医療大 

道教育大岩見沢 立教大 山梨学院大 北海道薬科大 

道教育大函館 法政大    東京国際大 日本医療大 

北見工業大 東京理科大 神奈川大 札幌大 

釧路公立大 青山学院大 獨協大 札幌学院大 

 中央大  酪農学園大 

＜道外国立大＞ 成蹊大 同志社大 札幌国際大 

京都大    成城大 関西学院大 道東海大札幌 

名古屋大 専修大 龍谷大 情報大 

横浜国立大 東洋大 佛教大 北翔大 

筑波大 駒澤大 中京大 道都大札幌 

千葉大 國學院大 岐阜聖徳大 北海道科学大（北海道工業大） 

弘前大 亜細亜大  北海道文教大 

山形大 拓殖大 東北学院大 北海商科大 

群馬大 日本体育大 東北福祉大 北海道自動車短大 

高崎経済大 国士舘大 青森大  

宇都宮大 創価大 富士大 苫小牧駒沢大 

兵庫県立大 玉川大  東農大網走 

 順天堂大  旭川大 

 

 

 

 


