
四国アイランドリーグplusでは、トライアウト合格者並びに合格者への入団交渉権を獲得した
球団が別紙のとおり決定しましたことをお知らせいたします。

四国アイランドリーグplusは、２０１７年度新入団選手採用を目的としたトライアウト（１次テス
ト）を１１月３日に関東、１１月１２日に関西で開催いたしました。
そして大阪府での１１月１３日の２次テスト終了後、２次テスト合格者並びにその入団交渉権
獲得球団決定、特別合格者（２次テスト免除でＩＬ加盟４球団の何れかに入団が内定していた
方）の入団交渉権獲得球団決定のためのドラフト会議を大阪府内で行い、別紙のとおり確定致
しました。
合格者には、今後各球団ごとに入団交渉を行い、双方合意すれば入団契約を結ぶことになり
ます。
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球団 指名順位 合格項目 № 氏　　名 かな 生年月日 身長/体重 ポジション 投/打 経歴

1位 特別合格 407 安井　勇輝 やすい　ゆうき 1994/9/12 188/95 内野手 右/左 東海大山形高校～近畿大学

2位 特別合格 406 福田　融司 ふくだ　ゆうじ 1994/11/14 188/88 捕手 右/右 須磨友が丘高校～関西学院大学

3位 特別合格 410 安野　翔太 やすの　しょうた 1995/2/24 160/63 内野手 右/両 今治工業高校～日本ウェルネススポ―ツ～松山フェニックス

4位 特別合格 370 高下　貴生 こうげ　きお 1994/6/19 179/75 投手 左/左 広島県安芸南高校～福岡大学～福岡ベースボールクラブ

5位 特別合格 405 岡村　雄斗 おかむら　ゆうと 1994/7/25 180/75 内野手 右/左 皇學館高校～皇學館大學

6位 特別合格 408 大本　聖也 おおもと　せいや 1995/8/13 178/79 内野手 右/右 飛龍高校～関西国際大学（中退）

7位 特別合格 356 太田　直哉 おおた　なおや 1997/8/31 177/75 外野 右/右 四日市工業高校～愛知ベースボール倶楽部

8位 特別合格 404 河津　大樹 かわづ　だいき 1995/3/13 183/86 投手 右/右 飯塚高校～久留米工業大学

9位 特別合格 241 田邊　正尊 たなべ　まさたか 1998/5/3 171/70 投手 右/右 北海道室蘭工業高校

1位 特別合格 214 伊藤　翔 いとう　しょう 1999/2/10 174/69 投手 右/右 横芝敬愛高校

2位 特別合格 129 久保　聖也 くぼ　せいや 1994/10/20 175/80 外野 左/左 桐蔭学園～東洋大学

3位 ２次テスト合格 162 関口　明大 せきぐち　あきひろ 1995/9/2 181/86 投手 右/左 花咲徳栄高校～青山学院大学

4位 特別合格 402 瀬口　拓也 せぐち　たくや 1994/10/7 177/73 内野手 右/左 神村学園～日本経済大学

5位 特別合格 373 大藏　彰人 おおくら　あきと 1994/5/15 190/78 投手 右/右 岐阜県立大垣西高校～愛知学院大学

6位 特別合格 101 三國　和磨 みくに　かずま 1995/1/7 174/78 外野 右/右 木更津総合

7位 特別合格 138 山下　舜主 やました　としかず 1998/5/1 173/65 捕手 右/右 日本航空高校（通信制）～BBCスカイホークス

8位 特別合格 170 伊藤　克 いとう　すぐる 1996/10/10 178/90 投手 右/右 EMANON　B.B.C戸塚

9位 特別合格 148 中䑓　淳志 なかだい　あつし 1993/11/12 163/67 投手 左/左 千葉県立銚子商業高校～敬愛大学～新波

1位 特別合格 166 三好　一生 みよし　いっせい 1995/3/23 180/80 捕手 右/右 丸亀高校～駒澤大学

2位 特別合格 392 三木田　龍元 みきた　りゅうげん 1993/11/14 176/78 投手 左/左 小樽潮陵高校～北海道大学～ウイン北広島

3位 ２次テスト合格 146 梶原　直景 かじはら　なおかげ 1994/10/5 181/80 外野 右/左 香川県立高松高校～東京学芸大学

4位 特別合格 413 松村　翔磨 まつむら　しょうま 1998/9/24 162/65 外野 左/左 広島県立広島商業高校

5位 ２次テスト合格 438 中村　嵩友紀 なかむら　たかゆき 1994/4/9 188/93 外野 右/右 北陸高校～龍谷大学

6位 特別合格 218 高島　秀伍 たかしま　しゅうご 1991/7/26 185/76 投手 右/右 桐蔭学園～東洋大学～セガサミー

7位 特別合格 414 直野　和弘 なおの　かずひろ 1998/9/29 176/75 捕手 右/右 川之江高校

8位 特別合格 165 具志堅　竜馬 ぐしけん　りゅうま 1994/7/26 167/67 外野 右/左 世田谷学園高校～中央学院大学

9位 特別合格 412 藤原　龍海 ふじわら　りょう 1998/9/14 173/75 投手 左/左 神戸第一高校

10位 特別合格 187 八木　亮哉 やぎ　りょうや 1994/12/21 178/80 外野 右/右 盛岡大学附属高校～富士大学

11位 特別合格 400 高原　暢裕 たかはら　のぶひろ 1996/11/27 175/77 投手 右/左 長崎県立島原農業高校～日本ウェルネススポーツ専門学校北九州

12位 特別合格 163 箱島　章矢 はこしま　としや 1994/8/17 179/82 投手 左/左 福岡大大濠高校～駒澤大学

13位 特別合格 212 齋藤　雅樹 さいとう　まさき 1998/1/19 171/71 投手 左/左 九州産業高校～嘉麻市バーニングヒーローズ

1位 特別合格 375 安藤　優作 あんどう　ゆうさく 1995/2/21 178/88 外野 右/右 大垣日大高校～愛知大学

2位 特別合格 233 加藤　佳樹 かとう　よしき 1994/10/20 188/85 投手 右/右 宮城県名取北高校～東北学院大学～TFUクラブ

3位 特別合格 376 西川　拓馬 にしかわ　たくま 1994/7/14 183/85 投手 右/右 愛知県立大府高校～愛知大学

4位 特別合格 199 和田　有斗 わだ　あると 1990/1/22 182/85 投手 左/左 所沢商業高校～東京国際大学～信濃グランセローズ

5位 特別合格 112 三谷　英勝 みたに　ひでかつ 1991/4/15 178/80 投手 右/右 大同大学大同高校～愛知学院大学～エディオン愛工大OB　BLITZ

6位 特別合格 194 髙野　勇太 たかの　ゆうた 1994/9/7 175/82 外野 右/左 私立木更津総合高校～関東学院大学

7位 特別合格 152 安田　世幸 やすだ　よしあ 1998/4/8 174/75 内野手 右/左 クラーク記念国際高校

8位 ２次テスト合格 401 森田　吉輝 もりた　よしき　 1992/10/9 175/70 内野手 右/右 北九州市立高校～MSH医療専門学校～新日鐵住金大分

9位 特別合格 416 野副　星児 のぞえ　せいご 1990/2/23 168/72 捕手 右/左 埼玉県立川越工業高校～日本体育大学～06ブルズ
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