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高校野球選手名鑑＆有望選手リスト
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高校生有望選手リスト

大阪	 大阪桐蔭	 左翼手	 船曳　烈士	 3年	 173	 80	 右右	 △	 大柄ではないが前で強烈にさばき、とんでもない飛距離を生み出す。決定力あるスイング
	 	 右翼手	 仲三河優太	 3年	 180	 90	 右左	 ○	 入学前から怪腕として騒がれるも野手として出世。仕留める凄みの源に出色の選球眼あり
	 興国	 投手	 浅利　太門	 3年	 185	 78	 右右	 △	 真っ向勝負でズバッ…エッ、2年生やんか。大商大高戦、別目当ての熱視線がこちらにも
	 近大泉州	 投手	 中尾純一朗	 3年	 185	 79	 左右	 △	 2 球種のみながら球筋＆織り交ぜ方◎。スリークオーターから腕の位置を上げ、球威進化中
	 履正社	 投手	 岩崎　峻典	 3年	 176	 76	 右右	 ○	 春の府大会ベンチ外もここぞの快投で一気に全国Ｖ。カットボールで打者をきりきり舞い
	 	 捕手	 関本　勇輔	 3年	 175	 84	 右右	 ○	 無駄のないスイングで強く弾き返せるのは基礎があってこそ。猛送球のコンスタントさも
	 	 二塁手	 池田　　凜	 3年	 173	 73	 右左	 △	 いや～厄介だ。卓越したバット操作と選球眼で粘ってガツン。戦略的にも欠かせない存在
	 	 三塁手	 小深田大地	 3年	 177	 86	 右左	 ○	 強くて速い打球から風格まで高校生とは思えない。積極的な振りにも威圧感が…恐打者や
兵庫	 明石商	 投手	 中森　俊介	 3年	 181	 79	 右左	 ◎	 精神力、あり余るポテンシャル、決めにいく剛球の凄まじさ。どれも高校生とは思えない
	 	 中堅手	 来田　涼斗	 3年	 178	 78	 右左	 ◎	 観客をざわつかせるほどのヘッドスピードで数々の離れ業。柳田悠岐（ソ）と同じ匂いが
	 	 右翼手	 福本　綺羅	 2年	 176	 82	 左左	 ○	 豪打、巧打と打のバリエーション豊富。ちょこんと当てたような打球も外野オーバーやん
	 育英	 右翼手	西川　凱斗	 3年	 181	 78	 右右	 △	 前でさばける形のいいスイングにこれは相当放り込んでいるな、と直感。やはり20本超か
	 神戸弘陵	 投手	 時澤　健斗	 2年	 181	 70	 右右	 △	 天性のハイスピンストレートの持ち主。下半身のフラフラ感がなくなれば、大化けは必至
	 西脇工	 投手	 東田　健臣	 3年	 171	 68	 左左	 △	 溜め込んだ力を効率よく伝導させて鋭くスピン。捉えたはずが差し込まれた…ほどのキレ
	 報徳学園	 投手	 坂口　翔颯	 3年	 178	 75	 右右	 △	 テンポよくバシバシ弾くがコーナーへきっちり。難敵・明石商に臆することなく仇討ちだ
奈良	 郡山	 遊撃手	土井　翔太	 3年	 175	 78	 右右	 △	 昨春に捕手→遊撃手に転向もスポンジのように技術を吸収。相乗効果で本塁打もガンガン
	 智辯学園	 投手	 小畠　一心	 2年	 185	 85	 右右	 △	 真っ向から腕を叩きつけてベース上の強さは格別だ。緩急でカウントを稼ぐしたたかさも
	 	 左翼手	 前川　右京	 2年	 175	 85	 左左	 △	 左右の打席違うが高校時代の岡本和真（巨）並みの打球じゃないか。秋も凄まじい2連発
	 	 右翼手	白石　　陸	 3年	 174	 70	 右左	 △	 智辯対決で4安打。バットさばきに驚いたが、隙のない集中力も傑出している。送球力も◎
	 天理	 投手	 達　　孝太	 2年	 193	 83	 右右	 ○	 角度は勿論、上下の連動がバランスよくシュルシュル。超身長を機能させる資質にビクッ
	 	 三塁手	 下林　源太	 3年	 168	 70	 右左	 △	 小柄でもスイングに瞬発力と爆発力のある坂下翔馬（近畿大）系の打者。自分の世界あり
	 	 左翼手	 瀨　　千皓	 2年	 179	 82	 右右	 △	 神宮大会で大暴れしたメガネ君。雰囲気のある構えからいい角度でバットを入れて飛ばす
	 奈良大付	 捕手	 山本　　陸	 3年	 177	 72	 右右	 △	 パンチ力のあるバッティングに正確で鋭い二塁送球。4番・捕手として頼りになる存在だ
和歌山	市和歌山	 投手	 岩本真之介	 3年	 180	 72	 左左	 △	 ボールの切れ味＆コンビネーションになるほど。さすが自炊で鍛えた料理男子の腕前やわ
	 	 	 小園　健太	 2年	 185	 84	 右右	 △	 リズミカルな投げっぷりから繰り出される快速球にいいね！貝塚ヤング時代は全国制覇も
	 智辯和歌山	投手	 小林　樹斗	 3年	 182	 86	 右右	 ◎	 真っ向から伸び上がるような凄まじい剛速球に敵も意気消沈。力でねじ伏せるザ・本格派
	 	 	 矢田真那斗	 3年	 180	 77	 左左	 △	 秋は本領発揮ならずも決まり出したら止まらないキレッキレッ球。巧みなけん制も要注目
	 	 遊撃手	細川　凌平	 3年	 174	 75	 右左	 ○	 走攻守全てにおいてセンス溢れる機動戦士。昨秋の近畿大会終了後に中堅手→遊撃手転向
	 	 右翼手	 德丸　天晴	 2年	 185	 83	 右右	 ◎	 1年春から名門・智辯和歌山の4番に座る。右方向にも叩き込める来年度ドラフト目玉候補
	 初芝橋本	 一塁手	 森本　恵翔	 3年	 191	105	 右右	 △	 投手としてもパワー際立つが遠くへ飛ばす能力はモノが違うぞ。秋の高野山戦で追撃弾も
岡山	 岡山理大付	右翼手	 梶川航之介	 3年	 175	 81	 右右	 △	 漂うオーラはゴツイ体の力感だけじゃない。懐が深く前でさばける高い技術があるからこそ
	 おかやま山陽	 一塁手	 漁府　輝羽	 3年	 182	 81	 右右	 △	 4月に右中間へ圧巻弾を放り込むなど昨春以降だけでも2ケタ弾。投手としても才能あり
	 金光学園	 投手	 伊藤　暖人	 3年	 165	 65	 左左	 △	 サイズは小柄も躍動感のあるフォームがいい。粘りの投球で夏秋連続県4強の勝てる左腕
	 創志学園	 投手	 三方　陽登	 3年	 185	 80	 右右	 ○	 ホームベースを叩きつけるようなイメージでバシッバシッ。鋭いスライダーも使い方次第
	 	 三塁手	 冨田　光哉	 3年	 175	 85	 右右	 △	 秋の県大会準決勝で通算21号を放ったパンチ力だけじゃない。遠投105ｍ＆脚力も見逃すな
	 	 遊撃手	 森田　貫佑	 3年	 170	 68	 右左	 △	 敵の狙いを察知しイメージ通りのプレーで跳ね返せる天才肌。勇敢に戦う姿は頼もしいぞ
	 玉野光南	 左翼手	大塚　将馬	 3年	 181	 81	 右右	 ○	 6月に大阪桐蔭の藤江星河から豪快に引っ叩いて弾、弾。10月時点でなんと通算39本塁打
	 玉野商工	 投手	 長谷川康生	 2年	 175	 74	 左左	 △	 鋭角にバシバシ決めて１年夏に無安打無得点試合。またやってやろうの心意気にも将来性
広島	 高陽東	 三塁手	 間瀬場　秋	 3年	 179	 96	 右左	 △	 一昨年秋「1年生が本塁打量産」の噂が広まる。フィジカルも充実させ破壊力は県内随一
	 広陵	 投手	 山川　大輝	 3年	 183	 83	 右右	 △	 ジェットエンジンを搭載しているかのような迫力球。一冬次第で評価がググッと急上昇も
	 	 遊撃手	宗山　　塁	 3年	 173	 72	 右左	 ○	 スリリングな場面でも見事なダッシュ＆スナップスローをさらり。剛球を弾き返す巧打も
	 武田	 投手	 久保田大斗	 3年	 178	 82	 右右	 △	 谷岡楓太（オ）に続けと142キロ右腕が台頭。秋の如水館戦で6回参考ノーヒットノーラン
	 広島新庄	 投手	 秋山　恭平	 2年	 170	 65	 左左	 ○	 合理的な上下の連動、リリースの弾き◎。先輩の秋田駿樹も含め好左腕の系譜が凄まじい
鳥取	 倉吉東	 三塁手	 金居大太郎	 3年	 172	 79	 右左	 △	 2年春の 2打席連続弾で名を挙げた“山陰のハーパー”。基本は内野手も捕手復帰に意欲
	 鳥取城北	 投手	 松村　亮汰	 3年	 183	 80	 右右	 △	 昨秋はケガに泣いた大型右腕。投げ下ろす直球もいいが、それ以上に切れる変化球光る
	 	 右翼手	 畑中未来翔	 2年	 178	 74	 右左	 △	 いきなり甘く入ったスライダーを引っ叩いて先頭打者弾。思い切りの良さには脱帽です…
	 米子東	 投手	 土岐　尚史	 3年	 180	 81	 左左	 △	 快適に投げる技巧派がグングンと力感がアップ。同僚右腕・山内陽太郎も見逃せない存在
	 	 三塁手	 岡本　大翔	 3年	 190	 92	 右右	 ○	 140キロ超の強肩、パンチ力、柔軟な思考回路…と尽きない魅力。春は遊撃手へ再転向予定
島根	 石見智翠館	投手	 佐藤　辰憲	 3年	 180	 80	 右右	 ○	 低めに弾丸のような直球をズドンッ！　ややインステップも素早いボディターンで無問題
	 開星	 三塁手	内藤　叶夢	 3年	 170	 73	 右左	 △	 野球脳、度胸、センス◎。夏の決勝、土壇場で田部隼人（De）との連続弾にはしびれたぜ
	 	 中堅手	 山本　大斗	 3年	 180	 84	 右右	 ○	 ミートを心掛けていながら閃光のようなスイングじゃないか。脚力＆送球もスピーディー
	 浜田	 捕手	 波田野大愛	 3年	 180	 80	 右右	 ○	 バットの芯で捉えた打球は明らかにモノが違う。強肩＆脚力を兼備し三塁手→捕手に転向
	 立正大淞南	投手	 三宅　海夢	 3年	 173	 82	 右右	 ○	 フォームが噛み合ったときの高めの直球は身震い必至。変化球強化で難攻不落級になろう
	 	 捕手	 谷川　唯人	 3年	 178	 68	 右右	 △	 鳴り物入りで入学した捕手が、投手、内外野を経験して視野拡大。ならば次は本領発揮だ
	 	 三塁手	 佐藤　文彰	 3年	 173	 85	 右右	 △	 内角の畳み込み、外角の顔を残してブンッで雄大な放物線。飛距離は山陰屈指じゃないか
山口	 高川学園	 捕手	 田中　聡馬	 3年	 178	 82	 右右	 △	 秋のおかやま山陽戦、県大会で打順7番とは思えない打棒で4安打。地肩の強さもいいぞ
	 	 遊撃手	大内　海斗	 3年	 173	 72	 右右	 ○	 攻守ともに豊富な運動量で果敢に攻めてGood	job。一本足打法で強靭なリストワークも◎
	 豊浦	 捕手	 成清　　諄	 3年	 180	 70	 右右	 △	 引き手側の肘の使い方が抜群で、ボールに長く潜れるスイング軌道を実現。捕手適性も○
	 早鞆	 投手	 渕上　竜椰	 3年	 180	 72	 右右	 ○	 強靭なバネ＆若竹のようなしなりが生み出す圧力損失の低いストレート。こりゃ爽快だー
香川	 大手前高松	投手	 内田　悠太	 3年	 175	 66	 右右	 ○	 カットボールのキレもいい最速147キロ右腕。体ができれば150キロ超えも十分に見込める
	 高松南	 捕手	 古市　　尊　	3年	177	 67	 右右	 △	 粗削りでも地肩の強さは一級品。後ろが小さなスローイングで1秒 8台の二塁送球に正確性を
	 観音寺一	 遊撃手	田中　大貴	 3年	 175	 70	 右右	 ○	 インパクトから振り抜くスイングで四国No.1の通算 42本。懸命さを出せばもっと伸びる逸材
	 尽誠学園	 遊撃手	 仲村　光陽	 3年	 177	 72	 右右	 △	 投手としても最速139キロ。秋以降は遊撃手中心で成長著しく「器用貧乏」の脱皮は間近
	 三本松	 左翼手	 多田聖一郎	 3年	 170	 80	 右左	 △	 筒香嘉香（レイズ）を思わせる低重心から放った本塁打は38本。守備走塁の積極性もほしい
徳島	 徳島北	 投手	 河野　勇真	 3年	 175	 78	 右右	 △	 最速 143キロの球速以上に気持ちを前面に出す、主将・4番・エース。目標は山﨑康晃（De）
	 鳴門渦潮	 投手	 鈴木　　連	 3年	 177	 75	 右右	 △	 投手の素養が備わる140キロ右腕。変化球含め、もう一段秀でたものが出ればエース濃厚
	 	 	 仁木　登真	 3年	 175	 80	 右右	 ○	 美間優槻（元ソフトバンク）ばりの身体能力。最速144キロに加えロングティーも117m32
	 徳島科学技術	捕手	 谷　　大哉	 3年	 180	 70	 右右	 △	 旧チームでは近藤駿（神奈川大）の146キロをフレーミング。二塁送球2秒を切る肩も魅力
	 鳴門	 三塁手	 藤中　壮太	 3年	 165	 68	 右右	 △	 夏の甲子園初打席でいきなりレフトへ長打。小さな体でも最速138キロを出せるパワーの塊

愛媛	 宇和島東	 投手	 和田　真虎	 3年	 180	 81	 右右	 △	 搭載エンジンの大きい最速141キロ右腕。変化球には課題も甲子園の登板経験を生かしたい
	 済美	 左翼手	山田　　響	 3年	 170	 78	 右右	 ○	 高校通算29本塁打のうち坊っちゃんスタジアムの公式戦で5本。春は二塁手挑戦で幅広げる
	 松山聖陵	 投手	 平安山　陽	 3年	 177	 80	 右右	 △	 夏は最速143キロとスライダー駆使も、秋は中予地区予選敗退。春の復調が未来を決める
高知	 高知	 投手	 森木　大智	 2年	 184	 82	 右右	 ○	 夏までは148キロを出すなど順調も、秋以降はケガで苦しむ。焦らずに地固めから鍛えよう
	 高知中央	 投手	 和田　育也	 3年	 180	 82	 右右	 △	 侍ジャパンU-15代表。最速142キロの真っすぐとカーブが魅力。今後は投球以外の向上も
	 	 捕手	 管原　洸汰	 3年	 180	 70	 右右	 △	 リード面では課題も多いが、二塁送球2秒を切る送球精度はスカウト陣からも高評価受ける
	 	 二塁手	 曾　　昱磬	 3年	 179	 79	 右左	 △	 台湾からの留学生。体幹が強靭で無理な体勢からでも送球可能。パンチ力もある面白い存在
	 	 遊撃手	 板谷　朋生	 2年	 170	 70	 右右	 △	 遠投100メートル。投げれば軽々と140キロを超える能力の高さ。イメージは西巻賢二（ロ）
	 明徳義塾	 捕手	 鈴木　大照	 3年	 170	 68	 右右	 △	 走攻守で秀でた名門の主将。強さと正確性はもっと伸ばしたいが、二塁送球は1秒 9をマーク
	 	 中堅手	 奥野　翔琉	 3年	 175	 67	 右左	 ○	 50メートル5秒 7の“神脚”で平凡な遊ゴロを内野安打に変える。守備の判断力にも一日の長
福岡	 香椎	 投手	 牟田　稔啓	 3年	 178	 75	 右右	 ○	 急遽レフトからマウンドも数球でグイーンとスタンバイOK。こりゃ九州屈指の迫力球だ
	 九州国際大付	投手	 酒井　教平	 3年	 175	 74	 右右	 △	 2年夏の段階で140キロを超えた真っすぐと強烈なタテ変化で三振を量産。ブレイクに期待
	 小倉工	 三塁手	 久木田和志	 3年	 175	 89	 右右	 △	 戦慄が走るとはこういうことか。木製バットを握った練習試合でもガシャーンと40本超え
	 真颯館	 中堅手	 菊池　壮真	 3年	 180	 72	 右右	 △	 いい球を投げる捕手だなと思いきや春の九州大会では一発も。俊足兼備で秋から1番中堅手
	 田川	 投手	 後藤　　隼	 3年	 180	 72	 右右	 △	 遊撃手としても優秀と耳にしたが実に瑞々しさを感じる投げっぷり。投手の才能に太鼓判
	 筑陽学園	 遊撃手	中村　敢晴	 3年	 183	 70	 右右	 △	 瞬時の反応でアウトにするセンス◎。細身ながら兄・宜聖（ソ）のような打球も少しずつ
	 西日本短大付	右翼手	宇郷　拓海	 3年	 180	 85	 右左	 △	 球の芯を打ち抜く猛スイングに思わずビクッ。秋にはバックスクリーン半ばへの直撃弾も
	 福大大濠	 投手	 山下舜平大	 3年	 186	 80	 右右	 ○	 雄大な体躯を浴びせるような異質のストレート。この迫力がどんどん増してきた。恐かー
	 	 	 古川　秀弥	 2年	 177	 65	 右右	 △	 スラリとした体型から球速以上に球威があり、変化球も水準以上。制球向上すれば楽しみ
	 	 遊撃手	山城航太郎	 3年	 180	 70	 右右	 △	 軽快な動きからズバーンと正確な猛送球にもしかして…。雨中の筑陽学園戦で140キロ連発
	 	 右翼手	 深浦　幹也	 3年	 175	 76	 左左	 △	 安定感ある剛速球。長いインパクトゾーンから広角へ猛打球。博多の二刀流は只者じゃない
佐賀	 伊万里農林	投手	 吉田　聖弥	 3年	 176	 65	 左左	 △	 無名だが、投げ方、バランス、柔軟性に惚れ惚れ。こりゃ力がついたら凄い投手になるぞ
	 唐津商	 捕手	 坂本　勇人	 3年	 176	 81	 右右	 △	 41安打が飛び交う乱打戦でも二塁ドンピシャアウトがキラリ。打もいいが送球もっといい
	 	 中堅手	 宮崎　友汰	 3年	 176	 73	 右右	 △	 昨夏の高めを引っ叩いた左翼弾に驚いたが、秋の明豊戦でも豪快に2打席連続弾。振り◎
	 佐賀商	 投手	 野田　　匠	 3年	 176	 75	 右右	 ○	 全身をフル活用してズバッと渾身のストレートがさく裂。秋の背番号1・脇山枢も好素材
	 佐賀学園	 捕手	 川副　寿来	 3年	 171	 71	 右右	 △	 目の前に転がる打球に対して素早い身のこなし→バキューン。柔剛兼備の肩で遠投110ｍ
	 東明館	 投手	 木谷　竜翔	 3年	 183	 78	 右右	 △	 昨秋、腕の出所を斜めから上に変更し、角度ある球筋＋大人の一面も。勝負根性もいいぞ
	 鳥栖商	 左翼手	 平野　　伸	 3年	 180	 72	 右右	 △	 低弾道の快速球も魅力だが、秋は打で本領発揮。佐賀商戦でサヨナラの口火を切る痛烈打
長崎	 大村工	 一塁手	 作本　想真	 3年	 188	 90	 右右	 △	 半端ないフルスイングで空を切り裂くような猛打球。豪腕の才能もあり春からは二刀流か
	 創成館	 投手	 鴨打　瑛二	 2年	 194	 82	 左左	 ○	 全国でもこれだけ角度ある球筋はそうはいない。まずはしっかり腕を振って大きく育もう
	 	 中堅手	 松永　知大	 2年	 174	 73	 左左	 △	 6月のNHK杯で隙を突く走塁、半端ない打球放つ核弾頭にエッ…1年生？　秋は4番で投手も
	 長崎商	 投手	 一ノ瀬幸稀	 3年	 170	 69	 左左	 △	 ゆったりとしたフォームからキレッキレッ球。特にチェンジアップは攻略困難なレベルだ
	 長崎南山	 投手	 磯木蒼太朗	 3年	 177	 75	 右右	 △	 滑らかな体重移動で加速させた上半身を前足で止めてズバン。同僚の中村勝太も威力あり
熊本	 九州学院	 中堅手	 牛島　　希	 3年	 176	 79	 右右	 △	 夏に左翼越えの通算20号を放ったが逆方向へのライナーも必見。足＆肩も“のぞみ”あり
	 熊本工	 投手	 村上　仁将	 3年	 170	 73	 右左	 △	 右打者の懐へ押し込むようなズバッ。これが次々に決まるから緩急も冴える。安定感抜群
	 	 三塁手	 森　翔太郎	 3年	 178	 70	 右左	 △	 懐が深く、ここぞの場面で打てる勝負根性。昨夏の熊本大会から甲子園の全7試合連続安打
	 秀岳館	 投手	 桑原　貫起	 3年	 178	 80	 右左	 △	 プチトルネードから勢いよくズドーン。排気量が大きく、じつにパワフルな投げっぷりだ
	 城北	 投手	 永谷　魁人	 2年	 184	 77	 右右	 △	 未完成ながら増速を予感させる投げっぷり。同学年の池田太地（熊本国府）も同じ匂いが
	 ルーテル学院	投手	 則次　叡之	 3年	 182	 76	 右右	 △	 合理的な投げっぷりだなぁ。昨夏、有明の浅田将汰（De）目当ての熱視線がこの右腕にも
大分	 大分舞鶴	 投手	 木村駿太朗	 3年	 183	 82	 右右	 △	 強力エンジンを搭載し投げるごとに球威がグイーングイーン。同僚左腕の新名凌馬も逸材
	 大分商	 投手	 川瀬　堅斗	 3年	 183	 82	 右右	 ○	 堂々たるプレートさばきから合理的にズバッ。ハマった時の奪三振力は手が付けられない
	 大分東明	 投手	 山下健太朗	 3年	 180	 83	 右左	 △	 真っ向からバチーンと投げ込む本格派だが制球力もグッド。逆方向へ飛ばす打撃も見事だ
	 	 捕手	 増田　　奨	 3年	 180	 80	 右左	 △	 ここぞの場面で痛烈ライナーをガツン。山下健太朗とは熊本中央シニアからのバッテリー
	 明豊	 投手	 若杉　晟汰	 3年	 170	 70	 左右	 △	 右足薬指骨折の影響で万全じゃなくても粘りの投球はさすが。芯の通った主将兼エースだ
	 	 	 京本　　眞	 2年	 187	 77	 右右	 △	 明豊の未来を託す投手らしい体型の右腕。球が高めに浮く傾向を修正したい。打撃もいい
	 	 中堅手	 布施　心海	 3年	 171	 68	 右右	 △	 バットさばき巧みだが少々詰まっても放り込める超絶スイングも。心意気も頼もしいぜ！
	 	 右翼手	 狭間　大暉	 3年	 178	 77	 右右	 △	 九州各校の指揮官が別格と言わしめる明豊打線で中核。クローザーとしても剛速球が唸る
宮崎	 富島	 捕手	 坂本龍太郎	 3年	 182	 83	 右右	 △	 パワー漲る先制弾、二塁送球1秒 82。昨夏の甲子園ベンチ外にこんな逸材がいたなんて…
	 日南学園	 投手	 辰嶋　　優	 3年	 183	 77	 左左	 △	 今の球速がどうこうじゃない。クロスファイアーの球筋にまだまだ潜在能力はあるとみた
	 	 三塁手	 岩切　光輝	 3年	 180	 95	 右右	 △	 逆方向へ放り込める破壊力、130キロ台の強肩…。193センチの林冠臣らと強力打線を形成
	 延岡学園	 投手	 須藤　綺梨	 2年	 182	 65	 左左	 △	 ストレート、変化球ともに内外角に投げ分け打ち取っていく。高い制球力が魅力の左腕
	 日向学院	 捕手	 曽我　幸大	 3年	 176	 85	 右右	 ○	 左足を上げ強烈なインパクトから一気に押し込んでガツン。秋は左中間、右中間へ弾、弾
	 都城商	 中堅手	 馬庭　大器	 3年	 181	 80	 右右	 △	 夏の開幕戦、いきなり左中間突破の鮮やかな二塁打＆脚力を披露。強肩もあるじゃないか
	 都城東	 投手	 有馬太玖登	 3年	 173	 78	 右右	 ○	 バチーンとゴム毬を弾くような投げっぷりに視線集中。幅を広げつつ、らしさを忘れずに
	 	 左翼手	 伊藤　奏太	 3年	 183	 76	 右右	 △	 4 番に相応しい体つき。今年は体格だけでなく、中心打者らしい結果も伴いアピールしたい
	 宮崎学園	 二塁手	 源　　祥哉	 3年	 175	 72	 右右	 △	 渋い安打に一撃必殺の弾もあるバット操作◎。兄・隆馬（國學院大）のような快投も期待
鹿児島	出水中央	 右翼手	東畠　幸人	 3年	 178	 68	 右左	 △	 今年の鹿児島を代表する俊足強打の1番打者。高いレベルの投手と対戦して腕を磨きたい
	 鹿児島実	 捕手	 城下　　拡	 2年	 170	 71	 右左	 △	 キリッとした身のこなし、センス、度胸。1年春からマスクをかぶる実力は伊達じゃない
	 	 一塁手	 髙田隼之介	 3年	 180	 75	 右左	 △	 入学前から逸材投手として騒がれるがシャープなバットさばきもいいじゃない。才能豊か
	 鹿児島城西	 投手	 八方　悠介	 3年	 181	 74	 右右	 ○	 上半身強化でグングン加速し夏前に146キロ。憧れる千賀滉大（ソ）のイメージでビューン
	 神村学園	 投手	 田中瞬太朗	 3年	 176	 75	 右左	 △	 構えたミットにバシッの制球力があるからこそサイドワークが生きる。守りのリズム演出
	 樟南	 投手	 西田　　恒	 2年	 175	 68	 左左	 △	 ストレートは球速以上に感じ、球威もある。変化球もよく、さらに緩急が使えれば面白い
	 	 捕手	 神山　颯太	 3年	 178	 72	 右右	 △	 数字以上の屈強そうなバランス型捕手。リードはまだ勉強中。控えの栗山凌都と切磋琢磨
	 れいめい	 右翼手	花田　清志	 3年	 175	 75	 右右	 △	 これ以上は点をやらないぞと言わんばかりのレーザービームでアウト。走攻守三拍子揃う
沖縄	 沖縄尚学	 投手	 永山　　蒼	 3年	 177	 81	 右右	 △	 敵の大応援ですら楽しめる投げっぷりに大物の匂い。秋は腕の位置を高くしキレ＆威力↑
	 沖縄水産	 投手	 古波蔵悠悟	 3年	 174	 80	 左左	 △	 ゆったりとしたフォームから力強くバチーン。右の石川愛斗も力強さじゃ引けを取らない
	 興南	 遊撃手	西里　　颯	 3年	 176	 68	 右右	 △	 素晴らしいボディーターンから安打連発。１年夏の甲子園でセンセーショナルな猛打賞も
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