
192

高
校
野
球
選
手
名
鑑

大
学
野
球
選
手
名
鑑

社
会
人
野
球
選
手
名
鑑

独
立
リ
ー
グ
選
手
名
鑑

高校生有望選手リスト

北海道	旭川大高	 捕手	 持丸　泰輝	 3年	 176	 78	 右左	 ○	 道内屈指のパンチ力、勝負強さ、リーダーシップ。視野の広さと強肩で守りも進化中
	 網走南ヶ丘	投手	 石澤　大和	 3年	 175	 65	 左左	 △	 きれいなフォームから球持ちよく圧巻のクロスファイアー。バラつきも武器に変えて
	 札幌大谷	 投手	 西原　健太	 3年	 183	 90	 右右	 ○	 神宮大会優勝投手、その覚醒は本物か。体もよくて努力家、春が待ち遠しい大型右腕
	 	 中堅手	 石鳥　　亮	 3年	 181	 86	 右右	 △	 北海道を代表する右の長距離砲。パワーは超高校級、ワンテンポ呼び込めれば末恐ろしく
	 札幌第一	 捕手	 村田　　凜	 3年	 178	 93	 右左	 △	 前で振り切って、描くキレイな放物線はこれぞ主砲。投手への声かけもいい。打席で粘ろう
	 東海大札幌	投手	 小林　珠維	 3年	 182	 83	 右右	 ○	 打ってもスゴい右本格派。ストレートで押し込み、チームが勝つ喜びがさらなる成長へ
	 苫小牧中央	投手	 手代木　陸	 3年	 181	 82	 右右	 ○	 素直さ、野球への取り組みが成長の原動力。勢いのあるストレートを磨いて春を待つ
	 	 	 根本　悠楓	 2年	 172	 70	 左左	 △	 全中優勝投手に恥じないマウンド度胸と人間性。ワンランク上の世界へ挑み続ける2年生
	 北海	 投手	 岩田　永遠	 3年	 185	 84	 右右	 △	 絵に描いたような右の本格派。惚れぼれする投げっぷりにストレートのキレが追いつくか
青森	 青森山田	 投手	 堀田　賢慎	 3年	 181	 64	 右右	 △	 フォームの完成度↑とともに高角度の球筋が低めに集約。力の入れどころにも成長の跡が
	 八戸学院光星	二塁手	 伊藤　大将	 3年	 178	 72	 右右	 △	 体幹の柔らかさと強さを感じさせる打撃。ガツガツいける、浪花気質の攻撃的1番打者だ
	 	 遊撃手	武岡　龍世	 3年	 178	 72	 右左	 ○	 攻守に野球センスを発揮し、１年春から定位置をつかんだ。俊足、強肩と身体能力が高い
	 弘前東	 投手	 沢田　吉伸	 3年	 180	 66	 左左	 △	 ダイナミックなフォームからストライクゾーンの周囲を支配するテクニシャン。緩急自在
岩手	 大船渡	 投手	 佐々木朗希	 3年	 189	 81	 右右	 ◎	 最速 157キロ右腕。投手としての完成度はないが、ポテンシャルは日本野球史の中で屈指
	 黒沢尻工	 捕手	 石塚綜一郎	 3年	 180	 81	 右右	 △	 昨夏の豪快な2試合連続弾で強打の三塁手かと思いきや、秋は捕手＆投手。対応力もグッド
	 千厩	 投手	 千葉　哲太	 3年	 164	 57	 右右	 △	 小柄ながら目を見張る投げっぷり。兄・英太（トヨタ自動車東日本）に追いつけ追い越せ
	 花巻東	 投手	 西舘　勇陽	 3年	 182	 80	 右右	 ○	 角度をつけてしなやかに投げ下ろす速球に夢あり。偉大な先輩も高3までは不安定だった
秋田	 秋田修英	 投手	 西岡　海斗	 3年	 170	 66	 左左	 △	 持ち味は140キロの球威と勝負根性だが大人の一面も。多彩な変化球を駆使し淡々と料理
	 大館鳳鳴	 投手	 杉原　　嵐	 3年	 172	 71	 右右	 △	 昨春、金足農の吉田輝星（日）との投げ合いで大きな刺激。意識向上とともに総合力も↑
	 能代松陽	 一塁手	 成田　涼介	 3年	 177	 77	 右右	 △	 昨夏準決勝で放った一発は山口航輝（現ロ）に劣らない打球！	愛くるしい笑顔も人気
	 横手	 投手	 原　　　陸	 3年	 182	 83	 右右	 △	 真っ向から投げ下ろす球筋がキラリ。187センチの後輩右腕・渡辺巧真も面白いじゃないか
山形	 酒田南	 投手	 渡辺　拓海	 3年	 191	113	 右右	 △	 入学当初から騒がれ、昨夏の140キロ超連発は強烈なインパクト。ぶっ飛ばせる打棒も
	 	 右翼手	 伊藤　海斗	 3年	 187	 90	 左左	 ○	 フルスイングから本塁打を量産するスラッガー。全国舞台でもその打棒を発揮してくれ！
	 鶴岡東	 投手	 丸山　　蓮	 3年	 182	 77	 右右	 ◯	 大型でもバランスいいフォーム。強い直球に変化球の使い方もうまく、投球のセンスも有
	 日大山形	 捕手	 渡部　雅也	 3年	 182	 82	 右右	 ○	 二塁送球が 2秒を切る強肩で、打力も計算できる。キャッチャーとしての総合力が高い
	 羽黒	 投手	 篠田　怜汰	 3年	 178	 70	 右右	 ○	 球持ちがよく、ストレートの最速は145キロ。カーブも交えた緩急自在の投球が持ち味
宮城	 仙台育英	 投手	 大栄　陽斗	 3年	 174	 72	 右左	 ○	 直球とスライダー、チェンジアップで投球を組み立てる。制球力が生命線で自信も持つ
	 東北	 中堅手	 伊藤　康人	 3年	 169	 70	 左左	 △	 名門で1年春から公式戦を経験。範囲の広いセンターの守備に安心感。柔軟な打撃◎
	 古川	 投手	 千坂　優斗	 3年	 176	 77	 右右	 △	 股関節に体重を乗せてズバーンと来たかと思いきや次はバットの芯を外す。駆け引き上手
福島	 学法石川	 中堅手	 藤原　涼雅	 3年	 168	 87	 左左	 △	 雰囲気のある打席、空を切り裂くような猛打球…こんな打者が1番だなんて。こ、恐い…
	 学法福島	 投手	 相曽　友輝	 3年	 175	 74	 右右	 △	 140キロ超の快速球は相撲部での練習、試合前の調整法など、工夫＆努力の賜物。頼もしい
	 日大東北	 投手	 磯上　航希	 3年	 174	 77	 右右	 △	 速球＆鋭いスライダーで三振奪取。秋の酒田南戦、打たれても粘った197球は大きな収穫だ
	 福島商	 投手	 大内　良真	 3年	 168	 69	 右右	 △	 内角をズバッと突く強いストレートはそう簡単に踏み込めないぞ。下半身の使い方も進歩
茨城	 石岡一	 投手	 岩本　大地	 3年	 175	 80	 右右	 〇	 最速 147キロのストレートとスライダーで秋は県内強豪校から奪三振の山。強靭な下半身
	 霞ヶ浦	 投手	 鈴木　寛人	 3年	 185	 74	 右右	 △	 手足の長い投手体型から角度のある直球を投げ込む素材型右腕。制球力に不安も球質◎
	 	 投手	 福浦　太陽	 3年	 176	 78	 右右	 〇	 同校歴代の投手たちに引けを取らない素質を持つ。最速142キロも下半身が使えれば
	 常総学院	 投手	 岡田　幹太	 3年	 180	 80	 右右	 △	 バネの効いた投げ方から最速143キロ。角度のある変化球が武器だが、安定感が課題
	 	 	 塙　　雄裕	 3年	 180	 74	 右右	 △	 昨秋は故障で未登板も本格派としての素材は◎。後輩の144キロ右腕・菊地竜雅も有望だ
	 	 一塁手	 菊田　拡和	 3年	 182	 88	 右右	 △	 1年生の時の衝撃からすると物足りなさはあるが、恵まれた体格からのスイングは大迫力
	 	 右翼手	斉藤　勇人	 3年	 185	 85	 右右	 〇	 迫力十分の超大型チームの核弾頭。目にも止まらぬ打球スピードで能力はチーム1だ！
	 東洋大牛久	投手	 石上　祐介	 3年	 180	 70	 左左	 △	 柔らかい腕の振りから最速140キロ。将来性ある左腕。矢野和哉監督（元ヤ）の手腕期待
	 藤代	 投手	 小島　拓也	 3年	 181	 65	 右右	 △	 長身から130キロ中盤のストレートとタテのスライダーで勝負する。強気な投球が武器
栃木	 宇都宮工	 投手	 小林　陽心	 3年	 176	 72	 右左	 △	 最速は130キロ中盤だが実に筋のいい球を投げ込む。昨夏は県内無敵の王者相手に好投
	 宇都宮商	 遊撃手	和田　流雲	 3年	 180	 83	 右右	 △	 ポテンシャルに溢れた大型遊撃手で可能性を秘める。この体だが俊足も兼備し魅力十分
	 作新学院	 投手	 林　　勇成	 3年	 176	 76	 右左	 △	 昨夏は救世主的な存在でチームの窮地を救う。粘り強い投球が持ち味で最速も140キロに
	 	 遊撃手	石井　　巧	 3年	 178	 73	 右右	 〇	 走攻守にまとまった選手だが、昨夏のサヨナラ本塁打など勝負強さも光る。兄は一成（日）
	 	 右翼手	 横山　陽樹	 2年	 177	 73	 右右	 〇	 大阪桐蔭戦では強烈なデビュー。本職は捕手も超積極的な打撃と気持ちの強さで躍動
	 佐野日大	 投手	 松倉　亮太	 3年	 170	 65	 右右	 △	 県内では抜群の安定感で王者作新打線も封じた。一冬越えれば140キロ突破も可能だ！
	 青藍泰斗	 中堅手	 石川　慧亮	 2年	 170	 76	 右右	 △	 翔（中）の弟として期待され、1年春からスタメン。身体能力に優れ、逆方向への長打も
	 真岡工	 投手	 佐藤　丈汰	 3年	 184	 82	 右右	 △	 ヒジから先が柔らかく使え、球の威力は絶大の右腕。マウンド上での精神的強さは頼もしい
群馬	 桐生第一	 投手	 杉山　直杜	 3年	 173	 70	 右右	 △	 強力二枚看板のリリーフエース。球速以上に伸びるストレートを武器にスタミナも十分
	 	 	 本木　康介	 3年	 174	 75	 右右	 △	 140キロ近いストレートを持ち、緩急で勝負する右腕。打者としても能力が高いチームの軸
	 	 中堅手	 工藤ナイジェル	 3 年	 162	 65	 右左	 △	 群馬のスピードスター。粘り強い打撃から出塁すれば必ず盗塁を決める嫌らしい核弾頭
	 健大高崎	 投手	 久保田悠斗	 3年	 170	 70	 右右	 △	 小柄ながら全身を大きく使って投げ込む。担ぎ投げだが最速145キロで、タテの変化がいい
	 前橋育英	 投手	 梶塚　彪雅	 3年	 175	 68	 右右	 △	 昨秋は不運もあったが、高いレベルで完成度高い右腕。130後半のストレートも増速可能
	 	 捕手	 須永　武志	 2年	 177	 76	 右右	 △	 二段ロケットの如く加速する二塁送球と投手への気配り。捕手になるために生まれた男だ
	 	 二塁手	 剣持　京右　	3年	178	 72	 右左	 〇	 旧チームから主力で、昨秋には長打力が開花。流れるような併殺は芸術的で安定している
埼玉	 浦和学院	 捕手　	畑　　敦巳	 3年	 182	 85	 右左	 〇	 今年は右投左打の好捕手が目立つ中で代表的存在。下級生時から豊富な投手陣をリード
	 	 遊撃手	中前　祐也	 3年	 168	 71	 右左	 〇	 1年秋から名門の遊撃手を守り、高いレベルで三拍子揃っている。さらにパワーアップを
	 春日部共栄	投手	 村田　賢一	 3年	 182	 78	 右右	 〇	 投打に可能性を秘めた二刀流。投げては強豪相手でも懐にドンドン投げ込む気概がある
	 	 捕手	 石﨑聖太郎	 3年	 174	 77	 右左	 〇	 がっしりとした体型は森友哉（西）を思わせる。懐の深い打撃と強肩で二塁送球は1.9 秒
	 埼玉栄	 一塁手	 和田　康平	 3年	 183	 87	 右右	 〇	 ベテラン・若生正廣監督絶賛の右の大砲。中学時代は投手だが、肩の故障で打撃に専念
	 市川越	 投手	 和田　　光	 3年	 178	 74	 左左	 △	 昨秋は浦和学院を完封し、一躍話題になった技巧派左腕。体力強化で大化けもあるぞ
	 昌平	 投手	 米山　魁乙	 3年	 176	 79	 左左	 △	 表情からにじみ出る強気の魂。左腕特有の右打者へのクロスファイアーは威力満点！
	 東農大三	 投手	 飯島　一徹	 3年	 180	 81	 右右	 △	 大きなテークバックから投げ下ろす本格派右腕。リリーフ時は最速も145キロまで伸びる
	 花咲徳栄	 遊撃手	韮澤　雄也	 3年	 177	 82	 右左	 〇	 同校歴代の遊撃手にまったく劣らない実力。高いミート力に派手さはないが堅実な守備
	 	 中堅手	 橋本　吏功	 3年	 170	 74	 右右	 △	 北海道出身でがっちりした核弾頭。昨夏には及川（横浜高）から一発を放り込む長打力も
	 	 右翼手	井上　朋也	 2年	 181	 80	 右右	 〇	 甲子園では天国と地獄を味わった。強靭な下半身から目線のぶれない打法で長打を連発

※項目は左より、都道府県、校名、ポジション、名前、学年、身長、体重、投打、評価（P.187参照）、寸評の順になっています。
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