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愛知 岡崎西 投手 釜口　航輔 3年 180 79 右右 △ 最速 147キロの評判先行で制球面など課題残すが、それでも140キロ台は当然の原石
 享栄 一塁手 中川　涼成 3年 180 79 右左 △ 東邦・藤嶋に4三振など苦手ゾーン残すが柔軟さはある。ツボにはまれば打球グングン
  右翼手 松波　亮太 3年 178 68 右右 △ 同僚が故障の間にレギュラー奪取。50ｍ走 5秒台の快足に昨秋県決勝で同点弾の核弾頭
 小坂井 投手 尾崎　　毅 3年 179 77 右右 △ 球速あと一歩も腕の振りしなやかで空振りとれるストレート。打球が飛ぶ打撃にも将来性
 中京大中京 投手 長谷部銀次 3年 183 72 左左 △ 愛知県内で遡ると八木亮祐（ヤ）が重なる好素質。立ち上がり不安も長身からキレのある球
  遊撃手 佐藤　勇基 3年 176 74 右右 △ 父は佐藤秀樹（中日コーチ）。シャープなスイングで右左へ打ち返し走守も高水準の三拍子
  左翼手 矢田　維吹 3年 184 82 右左 △ 体躯雄大で打席での雰囲気圧倒的。粗さあるが豪快スイングでゴツンと驚愕の打球飛ばす
 東邦 投手 近久　　輝 3年 175 65 右右 △ 昨秋神宮大会でベール脱いだ隠し玉の145キロ右腕。球のスピードはエース藤嶋以上とも
   藤嶋　健人 3年 176 80 右右 ◎ 1年夏に甲子園で白星、昨秋カットボール覚え大人の投球も。通算37弾の強打も超高校級
  遊撃手 浜嶋　良明 3年 172 65 右右 △ これぞ東邦の堅守。目線が低くどんなゴロにも泥臭く対応して肩も強い。50ｍ走も6秒
  中堅手 石橋　裕太 3年 181 72 右右 △ 9 番打者だが過去には上位打線も。快足と送球伸びっぱなしの強肩は先輩・関根（De）級
  右翼手 松山　仁彦 3年 176 71 左左 △ 最速 143キロでスライダーもキレる左エース。リストの強さと全身の連動で打球飛ばせる
 豊川 投手 森　　博人 3年 175 65 右右 △ 腕の振り鋭く140キロ前後で安定感も。同じく140キロ超の井嶋崚多、隠し玉・小沢琢も
 豊橋中央 投手 田上航太郎 3年 186 74 左左 △ 昨秋ドラフト3位・谷川原（ソ）輩出の新鋭私学に隠し玉左腕。柔らかさあり体に力つけば
 西尾東 投手 川崎ライアン 3年 181 60 右右 △ 無死満塁で救援し三者三振、次の回に押し出し死球と未完成も、体がキレて身体能力抜群
岐阜 大垣日大 投手 伊藤　翔平 2年 181 73 左左 △ 1年夏からベンチ入り。昨秋ケガも将来的には常時140キロ台望める阪口監督期待の左腕
  遊撃手 湯口　郁実 3年 167 66 右左 △ 球際に強く、難しいバウンドも確実捕球の好守。左への巧打に、引っ張る力強さもプラス
 県岐阜商 投手 村橋　主晟 3年 180 75 右右 ○ 先輩・髙橋純平（ソ）チックに体をまとめてパチンと速球。変化球も向上しかわす技術も
 中京 一塁手 今井順之助 3年 178 84 右左 ○ 剛柔兼備の迫力スイングで夏3試合、秋4試合連続弾。秋は左翼手にも挑戦、声もよく出る
三重 いなべ総合学園 投手 渡辺　啓五 2年 178 75 右左 ○ 昨秋チームの救世主に。体の使い方に淀みなく力入れれば140キロ台の素質、ひるまぬ心
 宇治山田商 投手 宮原　大樹 2年 183 73 右右 ○ 下半身強化は必要だが140キロに及ぶストレートの質、スピードは間違いなくプロ候補
 海星 投手 長田　悠吾 3年 181 64 右右 △ 腕の出が遅いスリークオーターからスライダー、シンカー。最速136キロも素質は秘める
 津商 投手 池内　瞭馬 2年 185 64 右左 △ 高校から本格的に投手に。昨秋早くも1年生離れした雰囲気でダイナミックな投球の好素材
  三塁手 小河内健吾 3年 175 66 右右 △ 昨夏甲子園初戦で3安打。持ち前のミートセンスに体の力がついてシャープに長打も
 津田学園 投手 後藤　　魁 3年 180 72 左左 △ 初回から腕振ってスライダーでストライクとれる指先感覚秀でる。球威もあり成長楽しみ
  中堅手 濱田　大輔 3年 182 82 右右 △ ポンと当てた打球でも左翼席余裕の長打力と50ｍ走 5秒 8の俊足。肩のケアと強化次第
滋賀 近江 投手 京山　将弥 3年 180 67 右右 ○ 昨春まさかの出現に視線集中。しなやかな連動からスピンの利いた直球＆ドローンカーブ
 滋賀学園 投手 神村　月光 2年 170 65 右左 △ 快刀乱麻の投球で近畿大会準Ｖ。真っ向勝負のピッチングに用心深さも出てきた。いいぞ
  捕手 後藤　克基 2年 172 75 右右 △ チームのためにという志。これが出てきたからこそ、急成長した若き司令塔。気付きも↑
 比叡山 投手 大原　昌樹 3年 176 78 右右 △ スリークオーター気味の腕の振りから140キロ前後。シュート回転のクセを武器にできれば
京都 乙訓 投手 上野　晃徳 3年 184 80 右右 △ 排気量が大きくパワフルな走りで夏の京都大会４強。只今ドライビングテクニック習得中
 京都翔英 捕手 石原　　彪 3年 171 86 右右 △ 思わず凝視してしまうほどの送球と強打。右と左の違いこそあるが、森友哉（西）のよう
 塔南 投手 西原　大智 3年 188 76 右右 △ 野球への探究心、そして上下の連動が滑らかになれば、もっと走る。それだけの資質あり
 日星 投手 波多野俊樹 3年 177 65 左左 △ 無名だが、キレと制球力で存在感。130キロ台でも体感速度高い直球を生かすために緩急を
 立命館宇治 投手 田中　　覺 3年 184 75 右右 △ 球に角度があるからストライクゾーン周囲で勝負できる。昨春はセンバツ未登板も有望株
 龍谷大平安 投手 市岡　奏馬 3年 179 73 左左 △ 140キロ台の速球とスライダーで快投後、別人のような6回10四球。リズミカルな安定感を
  三塁手 橋本　和樹 3年 176 75 右右 △ 打席のムードは髙橋大樹（広）を彷彿。インパクトでの“もう一押し”に大砲の片鱗を見た
  遊撃手 西川　藍畝 3年 175 70 右右 △ 走攻守に破綻なく高校生遊撃手としては申し分ない能力の高さ。突き抜けた個性が欲しい
  左翼手 岡田　悠希 2年 180 72 右左 △ 昨秋の阪南大高戦、軽くさばいたように見えて、右翼席へ圧巻弾。7番打者とは思えない
大阪 大阪桐蔭 投手 高山　優希 3年 180 70 左左 ◎ 観客のみならずスカウトをざわつかせた神宮の150キロ。滅多にいない大台突破の快速左腕
  捕手 栗林　佑磨 3年 180 75 右右 ○ 物凄く腰の据わりがよく懐が深い。パンチがある打撃型の捕手が下位打線にいる恐怖感
  二塁手 永廣　知紀 3年 173 74 右右 ○ 攻守で優等生のようなプレースタイルもガツンとした一撃あり。小窪哲也（広）タイプ
  三塁手 吉澤　一翔 3年 172 75 右右 △ 完全にスラッガーのスイング軌道。カチッと決まった時の破壊力は小型中田翔（日）だ
  遊撃手 中山　遥斗 3年 173 70 右右 ○ 卓抜なバットの返しで、強打があれば巧打も。強肩＆とっさの動きができる守備もさすが
 関西創価 投手 中田聖太郎 3年 176 72 右右 ○ 一昨年夏「このピッチャー速ぁない？」の声が飛び交う。無名ながら直曲球に抜群のキレ
 大商大堺 投手 神田　大雅 3年 188 80 右右 △ 継投策の締めはコイツだ。糸を引くようなストレートで王者・大阪桐蔭を撃破する大金星
 大体大浪商 投手 西田　光汰 3年 178 74 右右 △ 真っ向から投げ込む速球と変化球のコンビネーション抜群。昨夏のPL学園戦で１失点完投
 履正社 投手 大畑　理暉 3年 182 85 右右 ○ 体重を浴びせるような迫力ストレート。キレ抜群の左腕・山口裕次郎らも控える強力布陣
   寺島　成輝 3年 182 86 左左 ◎ 超強力エンジンを持っていながら抜群のコーナーワーク。ぶっちぎりの1位を目指す志を
兵庫 明石商 投手 吉高　　壮 3年 170 70 右左 △ 夏の甲子園あと一歩から這い上がり秋の近畿4強。鋭いスプリットを軸に見事な組み立て
 神戸国際大付 投手 東郷　太亮 3年 182 77 左左 ○ 柔剛併せ持つ強靭スプリングを利かせてバチバチストレート。引き締まったテンポもいい
   平内　龍太 3年 185 78 右右 △ 雄大なスケールを感じる投げっぷり。しばらく腰痛に苦しんだ分を魂の投球で借りを返せ
 須磨翔風 投手 才木　浩人 3年 186 78 右右 △ まるで藤浪晋太郎（神）のような投げ方だ。130キロ台でも140キロ台と錯覚するほどキレ
 滝川二 投手 友井　寛人 3年 172 71 右右 △ グイグイ投げるアップテンポな投球で三振の山。粘投で引き寄せた聖地白星も大きな自信
 長田 投手 園田　涼輔 3年 179 71 右右 △ 昨秋、注目カード後の客足止める怪腕出現。思考回路を働かせ続けたことで秋に劇的進化
 報徳学園 投手 主島　大虎 3年 180 74 左左 ○ クロスファイアーを生かした絶妙のコーナーワーク。連続延長戦を投げ抜き精神面も成長
奈良 関西中央 捕手 小口丞太郎 3年 183 71 右右 △ 瞬時の判断力優秀で、素早い低弾道のスローイングに敵も意気消沈。体作り次第で化ける
 五條 投手 中内　亮太 3年 183 89 右右 △ 重量感があり、いかにも力がありそうだ。昨秋の天理戦9回サヨナラで1点に泣くも大熱投
 智辯学園 投手 村上　頌樹 3年 173 70 右左 ○ ズバッと投げ込む勢いと躍動感がある。好調のバロメーター・奪三振に安定感を加えよう
  遊撃手 太田　英毅 2年 175 76 右右 ○ 神港学園戦で衝撃的な先頭打者弾。先輩・廣岡大志（ヤ）の後釜として是非精度アップを
 天理 投手 森浦　大輔 3年 173 67 左左 △ 出どころがわかりづらく、球がピュンと走るから打者もタイミング難。サイドワークも◎
和歌山 智辯和歌山 遊撃手 高垣　鋭次 3年 179 78 右右 ○ 強烈パンチで広角にブッ飛ばす攻撃型遊撃手。夏の甲子園初戦敗退を糧に一層の実戦力を
  中堅手 野口　春樹 3年 176 71 右左 △ 外角球をおっつけて外野を越す強靭かつ柔軟なリスト。脚力とセンスもなかなかの代物だ
岡山 おかやま山陽 投手 坂田　宗也 3年 175 73 左左 △ 創志学園を最も苦しめた好左腕。押す投球、かわす投球を使い分け、状況に応じた投球も
 岡山理大付 中堅手 立花　海都 3年 180 84 右右 △ 怪力スイングで逆方向へもド派手アーチ。さすが大舞台で3番センターを担っただけある
 関西 投手 小郷　賢人 3年 179 75 右右 △ 兄・裕哉（立正大）をしのぐ内蔵パワーを生かして迫力で押しまくる。リリースに安定を
  遊撃手 本千尾聖人 3年 175 68 右左 △ 素早い身のこなしを生かし二塁手→遊撃手に。自慢の俊足巧打を磨いてグレードアップだ
  中堅手 寺尾　　陸 3年 177 72 右右 △ 球の運び方、脚力、ド根性と武器は揃えている。じわじわと“恐さ”がにじみ出てきそう
 創志学園 投手 髙田　萌生 3年 176 65 右右 ◎ 横浜高時代の松坂大輔（ソ）の感化を受けて進化する怪腕。自らが試行錯誤する力も秀逸
  左翼手 難波　侑平 2年 177 72 右左 △ スタンスを短く修正し、秋の中国大会で大暴れ。投手としての才能も光るが、打撃大好き
広島 広陵 投手 平元銀次郎 2年 180 74 左左 △ 渾身の腕振りから直曲球を低めに集約。しかも腕の出どころ見えづらく敵の恐怖心を煽る
  捕手 中村　奨成 2年 183 74 右右 △ 打撃＆送球でみせる強烈パンチに敵もビクッ。名門で入学早々からマスクをかぶり続ける
 如水館 中堅手 持田　大和 3年 178 66 右左 △ 巧打だけじゃない。執念を垣間見た。昨秋の南陽工戦、一挙５点を献上した直後に特大弾
 崇徳 投手 高原健大朗 3年 180 75 左左 △ 逸材居並ぶ投手スタッフの中、エースで４番。利き腕に打球を食らっても腕振るド根性も
  遊撃手 松本　龍憲 3年 174 70 右左 △ 50ｍ走 5秒後半で駆ける脚力、投手仕込みの強肩、さらに強打。こんな遊撃手がいたとは
 広島新庄 投手 堀　　瑞輝 3年 176 75 左左 ○ サイド気味からビュンビュン飛ばして奪三振。大舞台で白星も実力はこんなもんじゃない
  二塁手 杉村　泰嘉 3年 170 67 右右 △ 相手のポジショニングや状況・カウントに応じた打撃ができる。ただでは終わらない選手
鳥取 米子北 捕手 林　　大智 3年 180 84 右右 △ センバツで常総学院に13盗塁を許すもここから急成長。守備ワークと打撃に磨きが掛かる
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千葉 拓大紅陵 一塁手 本多　正典 3年 180 80 右左 △ 打席から「打ちそうな」雰囲気プンプン。豪快スイングだけでなく、乗せて運ぶ技術も◎
 千葉英和 投手 坂上　　聖 3年 182 70 右右 ○ 常時 130キロ台後半も高めは数字以上の威力。必殺球・スライダーの投げ損じを減らしたい
 千葉明徳 捕手 菅井紀美靖 2年 170 81 右左 △ まさに鉄砲肩だ。バキューンと試し撃ちするだけで走者も消極的に。打棒も気が抜けない
 千葉黎明 投手 川口　　廉 3年 182 67 右左 ○ 手足が長く滑らかな体重移動で球がピュン。投球のエッセンス知る意味でも体力つけよう
 東海大望洋 投手 島　　孝明 3年 175 70 右右 △ 球の勢い、変化球の精度、間の取り方…。完成度の高さは関東地区でも指折りではないか
  捕手 峯尾　京吾 3年 175 78 右右 △ 一昨年夏、聖地での堂々プレーにまさか1年生とは。強肩強打はもちろん、座った姿も◎
 習志野 左翼手 吉野　海都 2年 173 78 右右 △ ジャイアンツカップＶ・佐倉シニアの4番が習志野でも1年夏から4番。強烈なパンチ力
 横芝敬愛 投手 伊藤　　翔 3年 174 68 右右 △ バランスが取れたフォームだ。腕振りの軌道が打者へと向かってスムーズだから球にキレ
東京 関東一 投手 竹井　丈人 3年 181 89 右右 △ 力強い二刀流だ。成立学園戦の右翼弾も凄かったが、重量感たっぷりの豪速球にも熱視線
  中堅手 宮本　瑛己 3年 177 71 右左 ○ 145キロ超も見切る動体視力とバットコントロール。そして、常に一塁まで3.8 秒を切る脚
  右翼手 本橋　慶人 3年 167 69 右右 △ 抜群の選球眼に加え、俊足と毎度絶妙なバント技術で小賢しいタイプ。ハマればパンチも
 小山台 投手 矢崎　裕希 3年 185 78 右右 △ 緩急覚えてストレートがより映えるように。聖地で投げた先輩・伊藤優輔（中大）に続け
 修徳 中堅手 淵上　聖司 3年 177 71 右左 △ 脚力生かして二塁打、三塁打の量産タイプだが、秋は2試合連続弾も。走攻守三拍子揃う
 城東 投手 関根　智輝 3年 181 81 右右 ○ 140キロ台の速球に緩急交え都8強。秋のコールド負けでワンランク上の必須項目を知った
 創価 投手 谷井　怜央 3年 176 72 右右 △ 力みのないフォームから球がピュンピュン。東海大菅生戦、延長15回 208球を投げ切った
 早大学院 投手 柴田　　迅 3年 173 63 右右 △ 全身を使った連動性抜群のフォームから生き物のような直曲球。制球力アップに努めよう
 帝京 捕手 郡　　拓也 3年 177 73 右右 △ 強い地肩と脚力を兼備し、中堅手→二塁手を経て捕手に転向。帝京魂でチームを引っ張れ
  二塁手 佐々木俊輔 2年 173 75 右左 △ インサイドに弱さはあるが、自分のミートポイントで強く叩けるスイング。珍しいセンス型
 二松学舎大付 投手 大江　竜聖 3年 172 74 左左 ○ 148キロまで上げた直球とグイグイ曲がる変化球で圧倒。敵に見透かされないしたたかさも
  捕手 今村　大輝 3年 171 78 右右 △ けしていい型ではないが、下級生時代から意外性のある打撃でチームを救う。好機にも強い
  一塁手 永井　敦士 2年 176 88 右右 ○ 粘り、洞察力、パワーと“打撃の三拍子”が揃った強打者。左キラーになれる素質あり
  遊撃手 三口　英斗 3年 162 61 右左 △ 小柄で華奢に見えるが体幹の強さ生かしたプレーにパワーが漲る。肩も遊撃手の肩じゃない
  中堅手 市川　　睦 2年 181 75 左左 △ 柔らかく運ぶミート力にツボにはまれば一発も。送球技術も高いが、走り姿にこだわりを
 日大三 捕手 坂倉　将吾 3年 176 78 右左 ○ 柵越えも注目だが、真骨頂は芯を外さない打撃技術。強打の三高で1年秋から4番を張る
 立教池袋 投手 小幡　圭輔 2年 181 77 右右 △ 体全体の連動がスムーズで球に力が伝わるフォーム。順調に伸びれば大学でもエース級に
 早稲田実 一塁手 清宮幸太郎 2年 184 97 右左 ◎ 言わずと知れた新怪物。豪快且つ完成度の高い打撃で秋も3戦連発。すでに大人の雰囲気
  遊撃手 金子　銀佑 3年 168 68 右右 △ 堅実でエネルギッシュな守備力を擁し投手も安心。小柄だが失投は必ず仕留める4番打者
神奈川 東海大相模 投手 北村　朋也 3年 182 76 右右 ○ 常時 140キロ台を叩き出す威力にストンと落とすフォーク。実戦積んで成長カーブを描こう
 桐光学園 投手 中川　　颯 3年 182 73 右左 ○ この身長でこの完成度、日々の鍛錬が垣間見える。高校生のサブマリンとして無類の強さ
 平塚学園 投手 高田　孝一 3年 182 74 右右 ○ 空振り奪える高品質ストレートに変化球の精度も↑。何より敵に立ち向かう姿勢がグッド
 藤沢翔陵 遊撃手 森山　孔介 3年 187 85 右右 △ ツボにきた球をピンポン玉のように弾き返す。投手もこなす強肩で将来的に三塁手向きか
 横浜 投手 石川　達也 3年 178 68 左右 ○ 投球に躍動感があり、球の軌道もいい。夏の桐光学園戦ではサヨナラ打も。センス抜群だ
   藤平　尚真 3年 185 75 右右 ◎ 全国屈指の右腕は球速にもこだわり目指すは156キロ。藤平世代と呼ばせるくらいの活躍を
  捕手 福永　　奨 2年 177 77 右右 △ 現時点ですでに高校球界屈指の鬼肩。1球の怖さを知った昨秋を糧に勝てる捕手へ脱皮を
  一塁手 公家　　響 3年 180 78 右右 △ 投球を迎え撃つ雰囲気、バットの破壊力からオーラが。是非、大舞台で快音を響かせたい
  中堅手 増田　　珠 2年 180 75 右右 ◎ 長崎から凄いのが来た。夏の桐光学園戦で同点弾、秋も鈴木昭汰（常総学院）からマルチ
山梨 甲府城西 左翼手 輿水　大輝 3年 176 72 右左 △ 小さなステップから長打を飛ばすスラッガーの素養。輿水卓との強打コンビは県内でも出色
 東海大甲府 投手 菊地　大輝 3年 180 83 右右 △ ガッチリ体型から猛烈に腕を叩いて140キロ台のストレートがさく裂。秋の悔しさを春に
   松葉　行人 3年 176 69 右左 △ 背番号10でもエース級の働きだ。昨秋の関東大会、チャンジアップが冴えて18回自責点 2
  一塁手 松岡　隼祐 3年 180 85 右右 △ 勝負所でガツンと弾ける優秀なスプレー打法。昨秋は一塁手を守ったが強肩も見逃せない
  遊撃手 福武　　修 3年 179 70 右左 △ 捕球→送球のスムーズさと安定感は高校生上位級。打撃向上すれば高卒プロの可能性も
 日本航空 投手 片岡　優大 3年 174 68 右右 △ 強靭バネから快速球投じ躍動。白鷗大足利戦の延長15回 235球熱投はファンの間で語り草に
 山梨学院大付 投手 栗尾　勇摩 2年 182 76 右右 △ 昨夏の東海大甲府戦で敗戦も大物の片鱗。山口→山梨の水にも慣れた。焦らずじっくりと
長野 上田西 投手 草海　光貴 3年 168 62 右右 △ 初戦で宮崎日大を省エネの99球無四球完封。最速143キロに加え、走攻守に抜群のセンス
 佐久長聖 遊撃手 元山　飛優 3年 176 66 右左 △ 別格の守備ワーク、卓越したバットさばき…傑出したセンスだ。大所帯を束ねる統率力も
  中堅手 甲田　尚大 3年 182 78 右右 △ パンチ力あふれるスイング、ここぞの場面で左中間へサヨナラ打。頼りがいのある4番だ
新潟 帝京長岡 投手 バンゴーゼム・ゲレック・高 3 年 184 84 左左 △ 投打に力がある。投げ込む反動で左足が軸足に巻く付くほどの躍動投球。圧巻の場外弾も
 日本文理 中堅手 荒木　陵太 3年 175 75 右左 △ 勝負所で頼りになるシュアな打撃力。バットの返しが上手くライナー性の打球がグングン
 村上桜ヶ丘 三塁手 西野　　護 3年 180 78 右右 △ 振り出し→振り抜きが鋭く圧巻パワーで敵を粉砕。故障を癒してあの王道スイングを再び
富山 高岡商 捕手 堀内　卓哉 3年 175 86 右右 ○ 全国の舞台でも披露した強肩強打。あれだけ強烈にバットを振られたら投手も投げにくい
 砺波工 投手 天池　理希 3年 175 74 右右 △ 直曲球のキレ、身のこなし、そして勝負根性。総合力が高いだけにさらなる高みを目指せ
石川 鵬学園 投手 池下　裕貴 3年 177 77 左左 △ サイド気味から柔軟に腕を振ってキレキレのストレート＆スライダー。米遠征で3回 5Ｋ
 星稜 投手 横越　亮祐 3年 184 85 右右 ○ 昨夏の金沢西戦で5回完封の鮮烈デビュー飾ったが秋は未登板。目覚めるような再浮上を
  三塁手 虎谷　貴哉 3年 177 69 右左 △ いきなりガツンの思い切り、粘って適時打。打のバリエーション豊富なヒットメーカーだ
 日本航空石川 投手 打田　雷樹 3年 182 77 右右 △ グッジョブ！米遠征で先発、抑えのフル回転で6回 9Ｋ。長身から唸るようなストレート
 遊学館 投手 保科　広一 3年 185 85 左左 △ 高い潜在能力を秘める大型サウスポー。抜群のバネ＆角度を生かした十字砲火で敵を粉砕
福井 坂井 中堅手 田中　　心 3年 173 72 右左 △ 春江工・坂井の連合チームでも4番を張った坂井の初代主将。球の芯を打ち抜いて強烈打
 敦賀気比 投手 山﨑颯一郎 3年 188 83 右右 ◎ 低めに豪快な球を決めるが秘めた能力はもっと。神宮Ｖ直前からの逆転負け。巻き返しだ
  遊撃手 林中　勇輝 3年 180 68 右右 △ とっさのプレーに対応できる天才肌。スリムでもオーラ？そう、たくましさが増してきた
  中堅手 上中尾真季 2年 175 63 左左 △ 1番中堅手として何でもできる野手センス。球のキレ抜群で試合作れる左腕としても期待
 福井工大福井 投手 田中　嵐士 3年 182 78 右右 △ 頼れるエースだ。ピンチを背負っても顔色変えず速球が伸び、変化球で打者をのめらせる
  三塁手 北村進太郎 3年 163 81 右右 △ 飛距離も出れば確率も高い打撃がさらに磨かれた。平沼（日）撃ちも果たした存在感は絶大
 福井商 投手 吉田　充輝 3年 182 78 右右 △ スムーズでバランスの取れたフォームからビュン！変化球を交えて試合を作れる資質十分
静岡 静岡 投手 村木　文哉 3年 182 77 右左 △ 昨年春夏の甲子園で見せた落差のあるフォークに、最速146キロの速球が低めに伸びる
  中堅手 鈴木　将平 3年 173 73 左左 ○ 柔らかくシュアなスイングから広角に打ち分ける。50ｍ走 5秒 8の俊足で塁上を駆け巡る
 静清 投手 横尾　蓮太 3年 181 76 右右 △ コンスタントに140キロ前後の速球を低めに集める。スライダー、スプリットの精度◎
 常葉学園菊川 中堅手 栗原　　健 3年 170 69 左左 △ 一度見たら忘れない体全体を使ったフルスイングで本塁打を量産。逆方向に鋭い打球も
 常葉学園橘 投手 谷脇　亮介 3年 178 66 右右 △ 腕を大きく使った豪快なフォーム。昨秋の県大会で1試合 22奪三振 (延長 13回）をマーク
 浜名 中堅手 石川　寛太 3年 185 79 右右 △ 腕っぷしが強く、ライナーで外野の間を抜くパワーヒッター。強肩、俊足も兼ね備える
 飛龍 一塁手 佐藤　　蓮 3年 188 92 右右 △ ノーステップから一撃で打球を仕留める。センター方向にピンポン玉のように打球が飛ぶ
 藤枝明誠 投手 伊藤　翼咲 3年 188 87 右左 △ 長身を生かした角度ある速球が魅力。高校通算30本塁打のパンチ力も。投打で期待の逸材
愛知 愛工大名電 捕手 山崎　基輝 3年 177 80 右右 △ 体のバネとパワーに満ちたスイングで通算27弾。地肩も強く、二塁送球はまだ早くなる
  三塁手 高橋　優斗 3年 178 80 右左 ○ ヒザで巧みに対応し、軽く振っているようで柵越え余裕の中長距離打者。通算40弾到達
  遊撃手 中村　太紀 3年 163 67 右左 △ 中堅手・安田怜央とともに足が使えるのは高ポイント。遊撃守備も安定し地味にキラリ
 愛知啓成 投手 今野　翔悟 3年 183 78 右右 △ 体をタテに使い、しなやかな腕の振りでストレートがピュッと走る。伸びしろ十分
  投手 三田村圭斗 3年 185 75 右右 △ 体の開きを抑え、打者をしっかり見ながらのリリースがきれいで丁寧。スジのよい本格派
 栄徳 右翼手 鈴木　統偉 3年 172 72 右左 △ 1年夏からスタメン起用され県決勝も経験。ひときわ目を引く50ｍ走 5秒 9の俊足要注意
 大府 投手 浅野　亨太 3年 178 70 右右 ○ しっかりヒジが前に出るスリークオーターから外の快速球で空振り築く。春次第でプロも


