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早稲田大 遊撃手 石井　一成 4年 作新学院 181 76 右左 △ 不動の5番遊撃手も打と走はもっとやれるはず。打撃に秘策アリという噂。開眼してほしい
 中堅手 中澤　彰太 4年 静岡 177 76 右左 △ 走力と守備力の評価は高く打てれば更に足が生かせるのだが…。7番で収まる選手じゃない
 東都大学リーグ         
青山学院大 投手 岡野祐一郎 4年 聖光学院 180 79 右右 △ 打者の手元で落ちるツーシームを武器に2年時からエースに。昨秋の故障から復活目指す
亜細亜大 投手 諏訪　　洸 4年 下妻二 168 71 左左 △ 最速 144キロのストレートと横に揺さぶる変化球が持ち味。一発病を治したいところ
 捕手 宗接　唯人 4年 神戸国際大付 183 91 右右 △ 二塁送球が常時1.8秒を切る強肩で猛アピール。まだまだ打撃が弱く頓宮裕真と争いは続く
 左翼手 正随　優弥 2年 大阪桐蔭 181 90 右右 ○ 大学レベルのボールにすぐにフィットする高い対応力。ここまで打撃センスがいいとは
 右翼手 水本　　弦 4年 大阪桐蔭 177 83 両左 △ 昨年は控えに甘んじたが大事な場面での長打力は脅威。主将として高校に続く日本一狙う
國學院大 二塁手 山崎　　剛 3年 日章学園 172 72 右左 ◯ 低めの変化球をいとも簡単に拾いあげる天才的な打撃センス。球際に強い守備も光る
 右翼手 久保田昌也 4年 龍谷大平安 177 77 右左 △ 入学当初の思いきりが戻り、上級生ならではの落ち着きも出てきた。外野守備も上手い
国士舘大 投手 武内　頌太 4年 丸亀城西 183 85 左左 △ 球持ちがよく、ストレート・変化球ともに完成度の高い左腕。1部で見てみたい投手の一人
  椎野　　新 3年 村上桜ヶ丘 194 84 右右 △ 高校時代「越後のダルビッシュ」と称された大型右腕。そろそろ際立った成績が欲しい
駒澤大 投手 東野　龍二 3年 履正社 175 80 左左 △ 計測不能のスローボールを生かした緩急やポーカーフェイスで相手を焦らせる投球が売り
専修大 投手 髙橋　　礼 3年 専大松戸 187 80 右右 ◎ 140キロ近い浮き上がるストレートが武器のアンダーハンド。球持ちもよく長身が生きる
 左翼手 森山　恵佑 4年 星稜 187 85 左左 △ ツボにハマれば、どこまでも飛びそうな長打力は学生球界随一。あとは確実性をつけたい
 右翼手 秦　匠太朗 2年 二松学舎大付 184 97 右右 △ 体の強さでボールを運ぶタイプ。大学選手権では同学年・小島和哉（早大）から一発
拓殖大 投手 岸　潤一郎 2年 明徳義塾 173 74 右右 △ 大学入学後も二刀流を継続中。こぢんまりとはしているもののセンスは投手にあり！
中央大 投手 村川　翔太 4年 浜田 170 68 左左 △ 内外の出し入れに長けた技巧派。独特なチェンジアップも面白いだけに年間通した活躍を
  鍬原　拓也 3年 北陸 176 72 右右 ◯ 150キロ近いストレートが武器の本格派。荒削りな部分も、ほどよくまとまり覚醒の予感
  伊藤　優輔 2年 小山台 178 71 右右 ◯ 140キロ中盤から後半のストレートに加えスライダーやカットボールも良く完成度高い
 遊撃手 松田　　進 4年 國學院久我山 187 77 右右 ◯ 3年春に3本塁打を放つなど怖い打者に成長。攻守の安定感向上でドラフト上位を目指す
東洋大 中堅手 笹川　晃平 4年 浦和学院 181 79 右右 ◯ 豊かな素質を生かした強肩強打のスラッガーだが、股関節の手術以後やや精彩を欠く
日本大 三塁手 太田　和輝 3年 日大三 183 86 右右 △ 高校時代からパンチ力に定評あり。今後の成長では野球界に貴重な長距離砲になりそう
 遊撃手 京田　陽太 4年 青森山田 184 78 右左 ◎ 大柄ながらシャープな動きが守備や走塁で光る。ムラのある打撃も含め育て甲斐ある選手
 右翼手 長沢　吉貴 2年 佐野日大 172 62 右左 ◯ 高い走塁技術と思いきりで、低迷していたチームを変えたと言っても過言ではない選手
立正大 投手 黒木　優太 4年 橘学苑 178 75 右左 ◯ 150キロを超えるストレートが武器。昨年は壁にぶつかったが精神面を含めた成長に期待
 首都大学リーグ          
桜美林大 投手 佐々木千隼 4年 日野 182 76 右右 ◯ 馬車馬のように投げ続けても崩れない心身の強さ。クセのある直球とスライダーで勝負
東海大 投手 丸山　泰資 4年 東邦 176 75 右右 ◯ 最速 151キロストレートと鋭く曲がるスライダーが持ち味。3年春には完全試合を達成した
　 三塁手 森下　翔平 4年 東海大相模 180 83 右右 △ 3年春に打率 .409で首位打者獲得。右打者で強い打球を右方向に打てる選手は稀少だ！
 遊撃手 下石　涼太 3年 広陵 172 68 右左 ◯ 大学入学と同時に野手転向。攻守で高い野球センスを発揮し、2年で大学日本代表に
獨協大 投手 龍谷　晃議 4年 二松学舎大付 186 82 左左 △ 長身から投げ下ろすパワー型左腕。難点は抱えるも化けたら面白い。鍛えたくなる選手
日本体育大 投手 松本　　航 2年 明石商 176 77 右右 ◯ アクションが大きいフォームの奪三振マシーン。昨秋開幕戦で東海大を破る快投を見せる
 神奈川大学リーグ          
神奈川大 投手 濱口　遥大 4年 三養基 173 78 左左 ◎ 尻上がりに調子を上げ、延長でも150キロの馬力。チェンジアップ以外に操れる変化球を
 捕手 八巻隆太郎 4年 横浜創学館 183 85 右右 △ 3年生まで控えだが、二塁送球1.8 秒の肩はプロ注目レベル。今年の活躍次第では可能性も
 三塁手 鈴木　郁巳 4年 水戸葵陵 177 78 右右 △ 一度聞いたら忘れられないハイトーンボイス。響く声でベンチを盛り上げ、敵を牽制する
 中堅手 濱元　航輝 4年 柳川 181 78 左左 △ 一打同点の窮地を救う、正確無比のバックホーム。内角球と体との距離を作れる打も非凡
関東学院大 一塁手 正木　慎也 4年 筑陽学園 184 71 右左 △ 左方向へも強くしなやかに運べる好打者。大型にしては身のこなしもよく一塁以外で見たい
 中堅手 拝崎　　諒 4年 横浜 182 76 左左 △ どの打順でもチャンスに打席が回ってくる。昨秋は不振を極めたが、三拍子揃った好打者
桐蔭横浜大 投手 高橋　拓已 4年 前橋育英 175 73 左左 △ 球が走らなくても勝つ術を知る。10キロ以上増速した昨春の球威で、勝てる投球できれば
  齋藤友貴哉 4年 山形中央 183 90 右左 △ 肩ヒジの柔らかさは特異体質。「ONEPIECE」のゴムゴムの実を飲んだかのような腕の振り
横浜国立大 捕手 佐々木　玄 4年 座間 180 74 右右 △ 唸りを上げる強肩は全国レベル。賢さもあるので、あとは当たれば大きい打撃の精度次第
横浜商科大 投手 平木　隆世 4年 必由館 183 70 左左 △ ひと回り大きな岩貞祐太（神）になれる。長い腕からの133キロでも、体感速度140キロ超
  左澤　　優 4年 横浜隼人 175 71 左左 △ 牽制、フィールディング、内角攻めと、戦える武器を備えた実用的左腕。キレを取り戻せ
 三塁手 谷口　　諒 4年 済美 178 80 右右 ◯ 腕をたたんでクルンと回る。球威に負けない背筋の強さ。ボディターンが上手な長距離砲
 中堅手 荒井　聖也 4年 熊本・城北 180 80 右左 △ 当たり前のように3割を打つが、アウトステップは要改善。俊足強肩も結果につなげたい
 愛知大学リーグ          
愛知大 投手 西川　拓馬 4年 大府 183 86 右右 △ 球持ちよくリリースを打者寄りまで引っ張りカーブ、カットボールで料理。球速伸びれば
愛知工業大 投手 近藤　凌太 4年 日本航空 187 82 右右 ◯ 高い位置から投げ下ろす145キロ前後のストレートにチェンジアップなど冴え三振量産
 右翼手 坂市　吉磯 3年 小松商 182 80 右右 △ 大学で野手専念。ヘッドをきかせて飛ばす能力は天性、思い切りスイングし中堅柵越え
愛知産業大 右翼手 黒野諒太郎 2年 吉良 178 83 右左 △ 高校通算53弾で木製バットも問題なし。早々に4番抜擢、昨秋入替戦で満塁弾の大砲
愛知東邦大 投手 小林　弘郁 4年 市立沼津 175 74 左左 △ バランスよく制球も安定、小気味よい140キロ前後のストレートでゲームを作れる
 遊撃手 原田　一輝 3年 東邦 168 67 右右 △ 社会人球界が欲しがりそうな好遊撃手。二塁ベース付近の打球処理軽快で打撃もシュア
至学館大 投手 夏目　　旭 4年 浜北西 181 68 左左 △ 指にかかったときのストレートは抜群の威力で突き刺さる。ムラあるが伸び盛りの注目株
中京大 投手 古田　尚平 4年 名古屋 180 74 右右 △ 昨秋初先発で完投勝ちし台頭した最速142キロ右腕。細かく見れば改善点はあるが楽しみ
 右翼手 福田　理孔 4年 北陸学院 179 78 右左 △ リストがしなり、バットがまさに武器に見えるスイングスピード。肩も強く返球正確
東海学園大 投手 吐前　拓哉 3年 至学館 184 84 右右 △ 高校時に比べ見違えるほどの体格でパワーアップし剛球で押す。一方で強打も捨てがたい
名古屋経済大 投手 眞野　聖也 4年 八幡商 186 73 右右 ○ しなやかさと角度、キレがあり140キロ台の快速球で押してフォーク。不調脱せるか真価
  中尾　　輝 4年 杜若 180 78 左左 ◯ バランス乱れず投げっぷりがよい。球の回転抜群の最速147キロにやんちゃっぽさも魅力
名城大 投手 森田　和輝 3年 津田学園 178 71 右右 △ フォームは未完成も高校時代に比べ投手らしさを纏う。140キロ台の力のある球健在
  栗林　良吏 2年 愛知黎明 176 72 右右 ○ 140キロ前後のスピードにスライダーも曲がり上々デビュー。元遊撃手でバント処理敏捷
 東海地区大学リーグ・静岡          
静岡産業大 投手 直井　大将 4年 瀬戸 177 66 右左 △ 猛烈な腕の振りから140キロ台前半をマーク。マウンド上で大きく見える本格派タイプ
東海大海洋学部 投手 今村　　亮 4年 市立沼津 178 74 右右 ○ テークバックで右肩が極端に落ちる独特なフォーム。最速148キロの重い速球を投げ込む
常葉大浜松キャンパス 中堅手 小池　俊輝 4年 笛吹 176 74 右右 △ 大学入学後の猛練習で才能が開花。パンチ力のある打撃に、外野からレーザービームも
 東海地区大学リーグ・岐阜          
朝日大 投手 松下　周平 3年 富士宮西 179 72 右右 △ 腕の出をやや打者から隠したサイドハンドの変則系。力強い130キロ台後半の球筋見所
 遊撃手 倉内　誠志 4年 鹿児島実 174 71 右左 △ 外の変化球もラクに安打のバット操作とスピード、強肩。ケガがちな体のケアと強化を
岐阜大 投手 西澤　直輝 4年 可児 193 86 右左 △ 国立大の逸材。角度ある粘っこい球質の最速142キロ、強靭なリストで右方向へ長打も
岐阜聖徳学園大 投手 金田　周也 4年 浜名 184 82 右右 △ 豪快な腕の振りからの最速147キロで圧倒。ノーコン上等、過去に15四死球で完投勝も
中京学院大 投手 柳川　優太 4年 大垣日大 181 86 左左 △ 球のノビ・勢いで詰まらせプロ2軍相手にも好投。粗さ残しつつも料理の仕方に大進境
 遊撃手 吉川　尚輝 4年 中京 175 73 右左 ◎ 身のこなしよく華麗なフィールディング異次元。50ｍ走 5秒 7の俊足にセンス抜群の巧打
中部学院大 投手 床田　寛樹 4年 箕面学園 182 70 左左 ◯ 柔らかさにプロも惚れ惚れ。体に巻きつくように腕を振って速球が走りカーブ、フォークも
  平岡　敬人 3年 育英 185 89 右右 ◯ 馬力で圧倒しフォークも武器。昨秋長良川球場で150キロマーク、あとは真の伸びを
  井上　祐太 2年 花咲徳栄 173 73 右右 △ サイドハンド気味の角度からリリース力強く常時140キロ台。下級生と思えぬ投げっぷり
 東海地区大学リーグ・三重          
皇學館大 投手 佐々木大介 4年 皇學館 172 70 右右 △ 昨秋リーグ戦初先発で完封勝ちを収め最速145キロの球威も日の目。勝負の最終学年
 三塁手 岡村　雄斗 4年 皇學館 178 66 右左 △ 高校時から打撃センス光り、大学で体格がっちりしパワーアップ。リーグ屈指の強打者
鈴鹿大 投手 堀口康太郎 3年 明野 185 80 右右 △ 質のよい快速球にスライダー交ぜ淡々と。力を入れれば最速143キロだがまだ爪隠し中


