
四国アイランドリーグplusでは、１１月３日（金・祝）埼玉県川越市で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）を開催いたしました。
この結果、特別合格者１２名（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た方）と、１次テス
ト合格者１４名（１１月１２日（日）に四国コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀で行われる２次テストへ進む
方）が、以下のとおり決まりましたので、お知らせいたします。特別合格者の所属球団は、１１月１３日（月）
に発表する予定です。詳細は別紙の通りです。
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■特別合格者１２名（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た方）

■ １次テスト合格者１４名（１１月１２日に四国コカ・コーラボトリングスタジアム丸亀で行われる２次テストへ進む方）

№ 氏 名 かな 生年月日 身長/体重 ポジション 投/打

135 深瀬 大輔 ふかせ だいすけ 1997/6/14 184/95 投手 右/右

183 日下 滉貴 くさか こうき 1998/12/27 180/71 投手 右/右

202 和田 一詩 わだ かずし 1995/1/6 178/75 投手 右/右

328 鈴木 克幸 すずき かつゆき 1996/1/5 170/65 投手 左/左

133 髙田 悠太 たかだ ゆうた 1998/5/13 170/80 捕手 右/右

146 高野 樹 たかの たつき 1997/6/18 176/72 捕手 右/左

185 飯田 愛来 いいだ ちから 2000/3/7 181/82 捕手/内野手 右/左

137 日高 優斗 ひだか ゆうと 1999/1/1 182/73 内野手 右/右

165 萩原 優弥 はぎわら ゆうや 1999/8/9 182/70 内野手 右/右

168 佐藤 博泰 さとう ひろやす 1998/2/4 172/62 内野手 右/左

101 佐々木 広大 ささき こうだい 1996/1/9 171/80 外野手 右/右

111 中村 隆 なかむら たかし 1993/12/17 186/88 外野手/内野手 右/右

187 甘露寺 仁房 かんろじ まさふさ 1995/2/20 181/87 外野手/内野手 右/右

194 渡部 太哉 わたなべ たかや 1996/9/30 182/77 外野手 右/右

経歴

日本航空高校(未入部)～BBCスカイホークス

市立船橋高校～城西大学

永山高校～駿河台大学(未入部・中退)

都立松が谷高校～BBCスカイホークス

八王子実践高校

岐阜第一高校～BBCスカイホークス

愛知県立知多翔洋高校(未入部)

志木高校～東京リゾート＆スポーツ専門学校～新座ダイヤモンドドッグス～福島ホープス

白山高校～横浜中央クラブ

愛川高校

都立府中工業高校～西多摩倶楽部

千葉敬愛高校～敬愛大学

北海道苫小牧東高校～北海学園大学(準硬式)～富山GRNサンダーバーズ(練習生)～新波

日本大学第三高校～明治学院大学～BBCスカイホークス

№ 氏 名 かな 生年月日 身長/体重 ポジション 投/打

143 森田 一輝 もりた かずき 1996/1/4 176/80 投手 右/右

181 久能 雄汰 くのう ゆうた 1995/9/26 178/80 投手 左/左

211 石井 大智 いしい だいち 1997/7/29 174/75 投手 右/右

249 鎌田 光津希 かまた みずき 1995/9/6 180/86 投手 右/右

300 楠 大樹 くすのき だいき 1998/8/8 175/78 捕手 右/右

304 肥後 郁弥 ひご ふみや 1995/5/2 178/85 捕手 右/左

175 市本 健太 いちもと けんた 1995/11/19 189/97 内野手/捕手 右/左

208 石井 新多 いしい あらた 1994/6/7 175/79 内野手/外野手 右/右

212 若原 翔平 わかはら しょうへい 1995/6/12 184/95 内野手 右/右

250 福田 健人 ふくだ けんと 1995/5/10 172/72 内野手 右/左

128 笠原 優弥 かさはら ゆうや 1995/11/13 184/80 外野手 右/右

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

東京学館浦安高校～旭川大学

北海道名寄産業高校～旭川大学～旭川グレートベアーズ

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

愛工大名電高校～東洋大学

文徳高校～日本大学

滑川総合高校～大東文化大学～Throughbred Baseball League 

波崎柳川高校～東京国際大学(中退)

経歴

滑川総合高校～平成国際大学～都幾川倶楽部

福島商業高校～BBCスカイホークス

秋田工業高等専門学校

横芝敬愛高校～敬愛大学


