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高校生有望選手リスト

富山	 富山工	 投手	 島津　野明	 3年	 178	 75	 左左	 △	 ボールの重さを武器に県No.1左腕の呼び声。独自の投球スタイルを構築いけるかがカギ
石川	 鵬学園	 投手	 米田　武琉	 3年	 172	 72	 右右	 △	 バネ＆躍動感あるフォ―ムから緩急で攻める。鍛錬の成果はドッシリとした下半身が物語る
	 小松	 投手	 小川琳太郎	 3年	 176	 64	 右左	 △	 課題のスタミナも克服。試合の流れが読め、変化球の精度も高いだけに“一球の執着心”を
	 星稜	 投手	 奥川　恭伸	 3年	 183	 84	 右右	 ◎	 野球界を変える要素を兼ね備えた逸材。段階を踏んで会得する球種に終わりなき進化あり
	 	 捕手	 山瀬慎之助	 3年	 176	 82	 右右	 △	 鉄砲肩に加え、座ったまま素早く正確な送球も披露。引っ張り専門の打撃に柔軟性ほしい
	 	 二塁手	山本　伊織	 3年	 172	 68	 右両	 △	 投手にとって安心感を与える華麗なグラブさばきと足の運び。守備でメシが食える職人技
	 	 遊撃手	内山　壮真	 2年	 171	 70	 右右	 ◯	 高校からの遊撃手でも実力を発揮。未来のスラッガーだが技術で打つ低弾道ライナーも◎
	 	 中堅手	 東海林航介	 3年	 180	 76	 右左	 △	 中安を二塁打にする隙のない走塁勘。相手のペースを初回からかき乱すに最適な切込隊長
	 遊学館	 投手	 髙田　竜星	 2年	 172	 64	 右右	 △	 打倒星稜の一番手とみる本格派右腕。緩急を使った投球術で勝負運を引き寄せ全国区へ
	 	 二塁手	 竹村　　翼	 3年	 172	 67	 右左	 △	 劣勢に立ってもソツなく広角に打ち分けられる安打製造機。パンチ力も兼備した攻守の要
福井	 丹生	 投手	 玉村　昇悟	 3年	 177	 75	 左左	 ◯	 成長著しい左腕。場面に応じたピッチングができ、本気を出した時の145キロは迫力十分
	 敦賀気比	 投手	 木下　元秀	 3年	 182	 85	 左左	 △	 内海 2世（西）と言われるピッチングより、弾丸ライナーで放り込む打力こそが真骨頂だ
	 福井工大福井	投手	 高木　寛斗	 2年	 180	 80	 左左	 △	 彗星のごとく出現。秋季県大会では直球と変化球の緩急で20イニングを無失点に抑えた
	 	 遊撃手	高原　侑希	 3年	 177	 70	 右右	 ◯	 パンチ力のある打撃と強肩が魅力で、全国デビューがあれば注目されること間違いなし！
	 福井商	 投手	 小林　勇仁	 3年	 175	 87	 右右	 ◯	 調子の波が激しく安定しないが、最速148キロの直球がハマった時は手がつけられない
静岡	 加藤学園	 遊撃手	川上　智己	 3年	 178	 70	 右右	 △	 1年夏からレギュラーとして活躍。レフトスタンドへの長打に加え、正確な送球が光る
	 静岡	 遊撃手	相羽　寛太	 2年	 176	 68	 右右	 △	 打っても守っても体の軸がぶれない。シャープなスイング加え、咄嗟のプレーに対応可能
	 	 右翼手	 齋藤　來音	 3年	 178	 75	 右左	 △	 身の詰まった肉体から強打を連発する。自分の間合いで呼び込めれば強い振りが生きる
	 島田商	 投手	 小林　史弥	 3年	 174	 76	 右右	 △	 昨夏、大車輪の活躍で聖地まであと一歩。強気で攻めつつ緩急も生かしていく投球が光る
	 清水桜が丘	投手	 敦賀　　渉	 3年	 180	 65	 右右	 △	 昨秋の県準V右腕。トルネード気味のフォームからキレキレのスライダーを投げ込む
	 駿河総合	 三塁手	 安本　　敬	 3年	 180	 67	 右左	 △	 インパクトの破壊力は立派に超高校級。守備の向上次第ではもっと高い次元まで行ける
	 	 遊撃手	紅林弘太郎	 3年	 186	 79	 右右	 ◎	 練習では木製バットで軽々と外野を越える。巧みなグラブさばきと柔らかい送球も魅力
	 知徳	 投手	 栗田　和斗	 3年	 187	 87	 右右	 △	 140キロ手前のストレートとスプリットで打者を封じる。スケールの大きい本格派だ
	 東海大静岡翔洋	右翼手	 畑中　大介	 3年	 178	 83	 右右	 △	 元プロ・原俊介監督も認めるポテンシャルの高さ。パンチ力十分の打に50ｍ 6秒 1の脚力も
愛知	 愛工大名電	捕手	 牛島　凜人	 3年	 180	 70	 右右	 ○	 スケールがあり仕留めたときの飛距離・打球スピードは十分で昨夏も4番。今年は捕手で
	 	 遊撃手	 堀内　祐我	 3年	 179	 69	 右左	 ○	 センス卓越で攻守に動きがよい。振りがシャープでミート力ある高水準のアベレージ打者
	 愛産大三河	左翼手	 上田希由翔	 3年	 182	 82	 右左	 ○	 名前は cute（きゅうと）でも剛柔兼備、柔らかく飛距離出る。昨夏東愛知大会で全試合打点
	 栄徳	 中堅手	 西村進之介	 3年	 179	 71	 右左	 △	 固め打つ中距離打者。打ち分けて左へも打球伸び、木製バットで右へも放り込む。脚力あり
	 科技高豊田	投手	 藤田　　颯	 3年	 176	 70	 右左	 △	 昨夏公式戦で139キロ、けれんみなく投げ空振り奪う。愛知選抜選出の出口雅浩も好投手
	 享栄	 投手	 上田洸太朗	 2年	 181	 72	 左左	 △	 腕や肩が柔らかく、スライダーやチェンジアップなど多彩で制球力あり。東邦も堂々抑えた
	 	 遊撃手	河田　翔太	 3年	 181	 63	 右左	 △	 リズムよく守れ球際強い。打席では積極姿勢でバットをうまく出し、走る姿もスピード感
	 小牧南	 投手	 安藤　大斗	 3年	 173	 67	 右右	 △	 生き生きとしたプレーぶりで投げっぷりよくストレートで押す。秋以降、投手らしさ増す
	 星城	 投手	 石黒　佑弥	 3年	 178	 71	 右右	 △	 140キロ目前のストレートに勢いがあり空振りもとれる。多少硬いが投げっぷりが勝る
	 中京大中京	投手	 高橋　宏斗	 2年	 184	 75	 右右	 △	 昨秋東海大会で最速146キロ、バットを刺して詰まらせてゴロに。細身でこの球威なら
	 	 遊撃手	 今泉　颯太	 3年	 178	 77	 右右	 △	 攻守に堅実さも勢いもあり好印象。昨年末の海外遠征、木製バットで5戦 5弾は技術の証
	 中部大第一	投手	 磯貝　和賢	 3年	 184	 86	 右右	 △	 球に力があり、上体が柔らかい好素材。下半身や変化球は課題だが、ポテンシャルは抜群
	 東邦	 投手	 植田　結喜	 3年	 176	 75	 左左	 △	 昨夏西愛知大会決勝、140キロ台で内外を突き速いスライダーで好投。開かずに体まとめる
	 	 捕手	 成沢　巧馬	 3年	 181	 83	 右右	 △	 遠投 120ｍ級の地肩が売り。打力も上がって打球が飛び、右へも強いライナー。打点稼ぐ
	 	 三塁手	 石川　昂弥	 3年	 185	 87	 右右	 ◎	 通算 39弾、スケール抜群で打球スピードと飛距離は次元が違う。大型の割に動ける守備
	 	 遊撃手	 熊田　任洋	 3年	 172	 72	 右左	 △	 下半身を使う意識のある打撃は買いも、走攻守に突出した自分だけの武器を見つけたい
	 西尾東	 投手	 山田紘太郎	 3年	 184	 75	 右右	 ○	 指にかかった140キロ台の快速球は将来性。多少顔が振れるが、正統派の品あるフォーム
	 誉	 遊撃手	 澤野　聖悠	 3年	 183	 82	 右左	 ○	 バットを長く使えてその操作もよく、軽く振っているようでセンター深くへ打球飛ばせる
岐阜	 大垣日大	 投手	 内藤　圭史	 3年	 180	 75	 右右	 △	 本来は捕手も旧チームから投手。投打にリストが強く体にキレ、甘い球もっていき長打に
	 岐阜各務野	投手	 藤田　　凌	 3年	 186	 73	 右右	 ○	 県内で同時期比較なら平井快青（巨人育成）以上。最速143キロ、腕しなって球に角度
	 岐阜第一	 投手	 高倉　明健	 3年	 168	 67	 右右	 △	 身長以上に大きく見せ、球に勢いあり制球も安定。183センチ右腕の野村崚馬も注目株
	 県岐阜商	 投手	 松井　大輔	 3年	 170	 72	 右右	 △	 躍動感もまとまりもあるフォームで球の伸びで空振り。昨秋地区予選で既に140キロ台
	 市岐阜商	 投手	 今　　佑我	 3年	 186	 74	 右左	 ○	 中学時代は軟式で県Ｖ。正統派で伸びしろ、魅了する快速球あるが、下半身や制球に課題
	 中京学院大中京	投手	 不後　祐将	 3年	 170	 72	 左左	 △	 腕の振りが全球種で一緒、変化球でカウント整える。球の力もあり、甲子園が見える左腕
	 	 捕手	 藤田　健斗	 3年	 172	 72	 右右	 ○	 強肩で1秒 9の二塁送球は超高校級、あとは捕球を。昨秋県大会を終え通算19弾のパンチ力
	 	 左翼手	 元　　謙太	 2年	 185	 76	 右右	 ○	 スケール抜群の好素材。リストでとらえて左翼席上段へ運んだ昨秋東海大会の一発は度肝
	 長良	 投手	 笹生慎太郎	 3年	 180	 74	 右左	 △	 腕の振りがしなやかで球に角度・スピード感があり将来性秘める。落ちる球で三振とれる
三重	 いなべ総合	捕手	 利川　太樹	 3年	 177	 80	 右右	 △	 捕手らしさと座ったまま送球する強肩。強打の2年生・田所宗大とハイレベルなマスク争い
	 宇治山田商	投手	 島田　　駿	 3年	 181	 78	 右右	 ○	 柔らかく強い腕の振りから進みゆくストレートは最速138キロ。スライダーにブレーキ
	 	 右翼手	岡　　陽基	 3年	 185	 87	 右左	 △	 高校通算17弾、体にパワーが詰まっていてスイングで流れを変えられる。返球も強肩
	 相可	 一塁手	 村田　怜音	 3年	 195	105	 右右	 △	 古豪に大型スラッガー。長い腕が生きたスイングでインパクトの衝撃あり。泳がされぬよう
	 菰野	 投手	 岡林　勇希	 3年	 176	 71	 右左	 ◎	 身のこなしがよく球にキレあり最速150キロ。前田健太（ドジャース）を思わせる素質
	 津田学園	 投手	 前　佑囲斗	 3年	 182	 88	 右右	 ○	 秋にかけて本格化し最速148キロ、スケール非凡。髙橋純平（ソ）に雰囲気似てきたか
	 	 二塁手	 前川　夏輝	 3年	 178	 83	 右右	 △	 昨秋東海大会で3試合連続弾。追い込まれてからの対応力があり右へも強打。隙がない
	 	 遊撃手	大音　壱汰	 3年	 173	 76	 右左	 ○	 50ｍ走 6秒の俊足とスローイング能力ある守備見せ場。左狙いの打はセンスあるが鋭さを
	 	 左翼手	 石川　史門	 3年	 187	 83	 右左	 △	 まだ発露できていないがスケールを秘める。通算10弾だが飛ばせるし盗塁決める脚力も
	 三重	 三塁手	 土井　拓海	 3年	 183	 84	 右右	 △	 左方向へ痛烈な打球を飛ばす驚愕のパワー、打撃の見所十分。体のキレが出てくれば
	 四日市商	 投手	 後藤　凌寿	 3年	 183	 73	 右右	 △	 全校で男子50人ほどの公立校に最速139キロ右腕。昨夏は遊撃手、細身ゆえ伸びしろ大
滋賀	 近江	 投手	 林　　優樹	 3年	 170	 60	 左左	 ○	 伝家の宝刀・チェンジアップは切れ味抜群。打ちにくさでは高校でもトップクラスだ
	 	 捕手	 有馬　　諒	 3年	 180	 75	 右右	 ◎	 強肩と緻密なリードには指揮官も絶大な信頼を置いている。将来は球界のリーダーに
	 	 遊撃手	土田　龍空	 2年	 177	 70	 右左	 ○	 昨年は攻守ともに1年生離れしたパフォーマンスを披露。ポテンシャルは世代随一の選手
	 	 中堅手	 住谷　湧也	 3年	 169	 67	 左左	 △	 昨夏の甲子園で .769の大会最高打率を記録。天才的なバットコントロールを見逃すな
	 光泉	 投手	 吉田　力聖	 3年	 178	 81	 右右	 △	 力のある140キロ超えのストレートで相手をねじ伏せる。今年は滋賀の吉田が輝くか？
	 滋賀学園	 投手	 尾﨑　完太	 3年	 175	 68	 左左	 △	 ストレートでも変化球でもカウントが取れる実戦派。スケールアップできれば面白い
	 	 右翼手	 比嘉　天佑	 3年	 182	 84	 右左	 △	 巧打の光るリードオフマンタイプ。膝を柔らかく使って、低めの変化球を上手にさばく
京都	 京都国際	 遊撃手	上野　響平	 3年	 170	 65	 右右	 △	 高い守備力に定評があり、捕ってからの速さは一級品。玄人好みの職人タイプになりそう
	 	 左翼手	 早　真之介	 2年	 179	 74	 左左	 △	 天性の打撃センスを感じさせる。ムチのようにバットを扱い、外野の間を抜いていく
	 京都外大西	三塁手	山下　航汰	 2年	 180	 68	 右右	 △	 未完成だがアーチストとしての魅力が詰まっている。芯に当たった時の飛距離は圧巻！
	 京都翔英	 投手	 遠藤　慎也	 3年	 176	 74	 右右	 ○	 ストレートでガンガン押せる本格派。緩急がうまく使えるようになれば手を付けられない


