
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、２０１８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１１日に四国で開催いたしました。

そして香川県での１１月１２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香川県内で行い、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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四国アイランドリーグplusドラフト会議の結果について

NEWS RELEASE 四国アイランドリーグplus運営事務局

2017年11月13日

四国アイランドリーグplus

事務局長 坂口裕昭

四国アイランドリーグplus運営事務局株式会社ＩＢＬＪ

http://www.iblj.co.jp 

香川県高松市大工町7-21 HERMITビル4階

ＴＥＬ０８７－８０２－１５８０ ＦＡＸ０８７－８０２－１５８１担当：市川



四国アイランドリーグplus トライアウト合格者並びに合格者への入団交渉権獲得球団

球団 指名順位 合格項目 受験No. 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 247 河野　成季 かわの　なるき 1999/9/4 178/73 投手 左/左 鳴門渦潮高校

２位 特別合格 249 鎌田　光津希 かまた　みずき 1995/9/6 180/86 投手 右/右 横芝敬愛高校～敬愛大学

３位 特別合格 306 内村　僚 うちむら　りょう 1999/3/19 178/80 捕手 右/右 有明高校

４位 特別合格 246 岸　潤一郎 きし　じゅんいちろう 1996/12/8 174/76 投手 右/右 明徳義塾高校～拓殖大学

５位 特別合格 357 竹内　裕太 たけうち　ゆうた 1996/3/14 173/77 投手 右/左 駒澤大学高校～鶴見大学

６位 特別合格 250 福田　健人 ふくだ　けんと 1995/5/10 172/72 内野手 右/左 文徳高校～日本大学

７位 特別合格 356 渡邊　凌 わたなべ　りょう 1999/4/24 168/71 内野手 右/左 京華商業高校

８位 特別合格 300 楠　大樹 くすのき　だいき 1998/8/8 175/78 捕手 右/右 波崎柳川高校～東京国際大学(中退)

９位 特別合格 245 後藤　洋孝 ごとう　ひろたか 1994/4/27 192/86 投手 右/右 愛知東邦高校～名古屋経済大学

１０位 特別合格 301 濱木　迅也 はまき　しゅんや 1999/12/19 175/78 投手 右/右 新川高校

１１位 特別合格 175 市本　健太 いちもと　けんた 1995/11/19 189/97 捕手 右/左 北海道名寄産業高校～旭川大学～旭川グレートベアーズ

１２位 ２次テスト合格 202 和田　一詩 わだ　かずし 1995/1/6 178/75 投手 右/右 愛知県立知多翔洋高校（未入部）

入札抽選枠 ２次テスト合格 234 石本　裕大 いしもと　ゆうだい 1995/12/17 174/62 投手 右/右 熊本県立人吉高校～久留米大学

１位 特別合格 212 若原　翔平 わかはら　しょうへい 1995/6/12 184/95 内野手 右/右 愛工大名電高校～東洋大学

２位 特別合格 213 古屋　剛 ふるや　つよし 1995/8/4 174/85 投手 右/両 出雲北稜高校～広島工業大学

３位 特別合格 208 石井　新多 いしい　あらた 1994/6/7 175/79 内野手 右/右 平塚学園高校～城西国際大学～湘南ひらつかマルユウベースボールクラブ

４位 特別合格 211 石井　大智 いしい　だいち 1997/7/29 174/75 投手 右/右 秋田工業高等専門学校

５位 ２次テスト合格 168 佐藤　博泰 さとう　ひろやす 1998/2/4 172/62 内野手 右/左 都立府中工業高校～西多摩倶楽部

６位 ２次テスト合格 137 日高　優斗 ひだか　ゆうと 1999/1/1 182/73 内野手 右/右 白山高校～横浜中央クラブ

７位 ２次テスト合格 320 藤原　蔵太 ふじわら　くらた 1998/7/5 188/79 外野手 右/右 藤嶺学園藤沢高校～横浜商科大学

８位 ２次テスト合格 133 髙田　悠太 たかだ　ゆうた 1998/5/13 170/80 捕手 右/右 市立船橋高校～城西大学

入札抽選枠 ２次テスト合格 219 田久見　大地 たくみ　だいち 1996/10/28 182/82 内野手 右/右 日南学園高校～鮮ど市場ゴールデンラークス

１位 特別合格 363 森崎　友星 もりさき　ゆうせい 1998/2/10 175/75 投手 右/右 高松中央高校～アークバリア硬式野球部

２位 特別合格 362 又吉　亮文 またよし　あきふみ 1995/11/20 174/70 投手 右/左 沖縄県立浦添高校～環太平洋大学

３位 特別合格 218 畝　章真 うね　たかまさ 1995/9/9 175/72 投手 右/右 広島新庄高校～名古屋商科大学

４位 特別合格 206 宋　皞均 そん　ほきゅん 1995/5/31 180/85 外野手 右/右 明徳義塾高校～日本大学

入札抽選枠 特別合格 128 笠原　優弥 かさはら　ゆうや 1995/11/13 184/80 外野手 右/右 滑川総合高校～大東文化大学～Throughbred Baseball League 

１位 特別合格 310 高松　真之 たかまつ　まさゆき 1995/8/17 181/75 外野手 右/右 丹生高校～京都学園大学

２位 特別合格 304 肥後　郁弥 ひご　ふみや 1995/5/2 178/85 捕手 右/左 東京学館浦安高校～旭川大学

３位 特別合格 311 久保　潤也 くぼ　じゅんや 1995/9/22 180/88 投手 右/右 尼崎市立尼崎高校～大阪体育大学

４位 特別合格 244 近藤　慎二郎 こんどう　しんじろう 1999/7/15 171/76 内野手 右/右 関西高校

５位 特別合格 334 真山　勝範 まやま　かつのり 1994/12/6 166/68 内野手 右/右 大阪府立今宮高校～大阪教育大学～和歌山ファイティングバーズ

６位 特別合格 348 中川　翔 なかがわ　しょう 1991/8/22 163/60 内野手 右/左 神港学園高校～大阪学院大学～武蔵ヒートベアーズ～信濃グランセローズ

７位 ２次テスト合格 330 篠原　歓穏 しのはら　よしやす 1993/12/3 177/75 捕手 右/左 武庫荘総合高校～東海大学～箕島球友会

８位 特別合格 343 浜本　翔 はまもと　かける 1995/7/11 177/80 投手 右/右 高川学園高校～広島経済大学

入札抽選枠 特別合格 228 中村　里都 なかむら　りいど 1995/9/8 180/80 投手 右/左 尾道商業高校～広島修道大学
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