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西山　道隆 愛媛 ２００６年 ソフトバンク 育成 星野　雄大 香川 ２０１３年 ヤクルト ドラフト５巡目★
中谷　翼 愛媛 ２００６年 広島 育成 水口　大地 香川 ２０１３年 西武 育成★
深沢　和帆 香川 ２００７年 巨人 大社他ドラフト５巡目 又吉　克樹 香川 ２０１４年 中日 ドラフト２巡目★
角中　勝也 高知 ２００７年 ロッテ 大社他ドラフト７巡目★ 東　弘明 徳島 ２０１４年 オリックス 育成
伊藤　秀範 香川 ２００７年 ヤクルト 育成 金森　敬之 愛媛 ２０１４年 ロッテ 移籍★
多田野　数人 徳島 ２００８年 日本ハム 大社他ドラフト１巡目※ 寺田　哲也 香川 ２０１５年 ヤクルト ドラフト４巡目
三輪　正義 香川 ２００８年 ヤクルト 大社他ドラフト６巡目★ 入野　貴大 徳島 ２０１５年 楽天 ドラフト５巡目★
梶本　達哉 愛媛 ２００８年 オリックス 育成 山本　雅士 徳島 ２０１５年 中日 ドラフト８巡目★
小山田　貴雄 高知 ２００８年 ヤクルト 育成 篠原　慎平 香川 ２０１５年 巨人 育成★
宮本　裕司 高知 ２００８年 ロッテ 育成 蔣 智賢 高知 2015年7月 中信兄弟 ドラフト１巡目★ 
小林　憲幸 徳島 ２００８年 ロッテ 育成 林 哲瑄 高知 2015年7月 義大犀牛 ドラフト１巡目★ 
白川　大輔 高知 ２００８年 ロッテ 育成 ドリュー　ネイラー 香川 2015年7月 中日 移籍
松尾　晃雅 香川 ２００８年 レッドソックス マイナー契約 松本　直晃 香川 ２０１６年 西武 ドラフト１０巡目★
西川　雅人 愛媛 ２００９年 オリックス ドラフト５巡目 大木　貴将 香川 ２０１６年 ロッテ 育成★
キム・ムヨン 福岡 ２００９年 ソフトバンク→楽天 ドラフト６巡目 増田　大輝 徳島 ２０１６年 巨人 育成★
森田　丈武 香川 ２００９年 楽天 育成 吉田　嵩 徳島 ２０１６年 中日 育成★
塚本　浩二 香川 ２００９年 ヤクルト 育成 赤松　幸輔 香川 ２０１６年 オリックス 育成★
生山　裕人 香川 ２００９年 ロッテ 育成 アブナー　アブレイユ 高知 ２０１６年 巨人 移籍
堂上　隼人 香川 ２００９年 ソフトバンク 育成 藤川　球児 高知 ２０１６年 阪神 移籍★
福田　岳洋 香川 ２０１０年 横浜 ドラフト５巡目 ハ　ジェフン 徳島 2016年5月 ヤクルト 移籍◎
荒張　裕司 徳島 ２０１０年 日本ハム ドラフト６巡目★ ガブリエル　ガルシア 徳島 2016年6月 巨人 移籍
松井　宏次 長崎 ２０１０年 楽天 育成 福永　春吾 徳島 ２０１７年 阪神 ドラフト６巡目★
山田　秋親 福岡 ２０１０年 ロッテ 合同トライアウト 木下　雄介 徳島 ２０１７年 中日 育成★
弦本　悠希 徳島 ２０１１年 広島 ドラフト７巡目 松澤　祐介 香川 ２０１７年 巨人 育成★
大原　淳也 香川 ２０１１年 横浜 ドラフト７巡目
靍岡　賢二郎 愛媛 ２０１１年 横浜 ドラフト８巡目
安田　圭佑 高知 ２０１１年 ソフトバンク 育成
岸　敬祐 愛媛 ２０１１年 巨人→ロッテ 育成
上野　啓輔 香川 ２０１１年 ヤクルト 育成
冨田　康祐 香川 ２０１２年 横浜DeNA→レンジャーズ 育成
富永　一 徳島 ２０１２年 広島 育成
亀澤　恭平 香川 ２０１２年 ソフトバンク→中日 育成★
土田　瑞起 愛媛 ２０１２年 巨人 育成★
西森　将司 香川 ２０１２年 横浜DeNA 育成★
飯田　一弥 高知 ２０１２年 ソフトバンク 育成
アレックス　マエストリ 香川 2012年7月 オリックス 移籍
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