
四国アイランドリーグplusでは、トライアウトにおけるドラフト指名選手及び特別合格選手が決
定しましたので、お知らせ致します。

※特別合格について
各球団は、合同トライアウトエントリーの際に希望球団として選択されている場合、特別合格と
することができる。特別合格選手はトライアウトの受験を免除する。
特別合格の人数：無制限

指名選手には、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。

ドラフト指名選手及び特別合格選手につきましては、別紙をご参照ください。
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四国アイランドリーグplus ドラフト指名選手及び特別合格選手一覧

球団 指名順 ポジション ゼッケン番号 氏 名 かな 生年月日 出身地 身長/体重 投/打 経歴

徳島

特別合格 投手 上原 優人 うえはら ゆうと 2001/10/3 徳島県 169/66 右/右 生光学園高校

特別合格 投手 大木 稔貴 おおぎ なるき 2001/5/14 千葉県 178/84 左/左 横芝敬愛高校

特別合格 投手 勝田 悠斗 かつた ゆうと 1998/1/28 岡山県 177/72 左/左 津山高校～愛媛大学

特別合格 投手 亀山 英輝 かめやま ひでき 1997/10/2 北海道 173/70 右/右 小樽水産高校～札幌大学

特別合格 投手 北川 翔稀 きたがわ しょうき 1997/7/7 福岡県 180/81 右/右 八女高校～愛媛大学(準硬式)

特別合格 投手 白川 恵翔 しらかわ けいしょう 2001/6/4 徳島県 180/83 右/右 池田高校

特別合格 投手 坪井 悠太 つぼい ゆうた 2001/11/14 大阪府 180/85 右/左 大阪偕星学園高校

特別合格 投手 冨水 大和 とみみず やまと 2001/11/28 北海道 178/73 右/右 網走桂陽高校

特別合格 投手 楢嵜 塁 ならさき るい 1997/10/14 佐賀県 179/83 右/右 鳥栖工業高校～日本経済大学

特別合格 捕手 平井 真渡 ひらい まなと 2001/4/6 東京都 174/73 右/右 東海大学付属望星高校～JFAM EMANON

特別合格 捕手 廣瀬 太朗 ひろせ たろう 2002/3/8 山口県 182/92 右/左 誠英高校

特別合格 捕手 福原 大生 ふくはら たいせい 1997/10/17 北海道 178/88 右/左 小樽潮陵高校～福島大学～ミルウォーキー・ミルクメン（米独立リーグ）～サンダーボルト（米独立リーグ）

特別合格 内野手 新城 翔太 しんじょう しょうた 1996/10/16 沖縄県 184/80 右/左 沖縄工業高等専門学校～琉球大学

特別合格 内野手 松尾 泰成 まつお やすなり 1996/9/15 徳島県 170/72 右/左 川島高校～神戸医療福祉大学～ショウワコーポレーション

特別合格 内野手 山崎 隆司 やまざき たかし 1996/5/10 京都府 178/80 右/右 日星高校～日本経済大学～REXパワーズ

特別合格 外野手 古田 佑一郎 ふるた ゆういちろう 1998/3/14 大阪府 190/88 右/左 柳ヶ浦高校～岡山商科大学

愛媛

特別合格 投手 岩永 汰久 いわなが たく 1997/11/4 大阪府 180/79 右/右 星翔高校～京都先端科学大学

特別合格 投手 上江洌 大和 うえず やまと 1997/5/18 愛知県 175/80 右/右 清林館高校～松本大学

特別合格 投手 笹林 凌 ささばやし りょう 1996/8/19 埼玉県 172/69 左/左 東海大浦安高校～東海大学北海道キャンパス～JFAM EMANON

特別合格 投手 菅原 誠也 すがはら まさや 1998/2/21 大分県 177/81 右/左 延岡学園高校～長崎国際大学

特別合格 投手 服部 健太 はっとり けんた 1994/7/10 広島県 178/87 右/右 石見智翠館高校～九州共立大学（中退）～兵庫ブルーサンダーズ～和歌山ファイティングバーズ～兵庫ブルーサンダーズ

特別合格 投手 ブルース 山本 ぶるーす やまもと 2001/6/25 アメリカ 183/71 右/右 Venice High School

特別合格 内野手 上野 恭凪 うえの きょうか 1997/6/29 長野県 167/67 右/左 桐生第一高校～松本大学

特別合格 内野手 小笠原 康仁 おがさわら やすひと 1996/2/19 愛知県 175/85 右/右 小坂井高校～東海学園大学～エディオンBLITZ

特別合格 外野手 大森 優輝 おおもり ゆうき 2002/1/19 広島県 181/82 右/右 岡山興譲館高校

特別合格 外野手 小田原 将之 おだわら まさゆき 1997/7/4 愛媛県 178/80 右/左 南宇和高校～松山大学

特別合格 外野手 福山 智己 ふくやま ともき 2001/10/14 滋賀県 170/62 左/左 北大津高校

1巡目 内野手 323 髙尾 浩平 たかお こうへい 1997/6/2 兵庫県 181/104 右/左 関西学院高等部～関西学院大学

香川

特別合格 投手 岩田 真稀斗 いわた まきと 2001/9/7 熊本県 173/76 右/左 文徳高校

特別合格 投手 岡本 想大 おかもと そうた 1997/10/29 岡山県 167/72 右/右 岡山朝日高校～岡山大学

特別合格 投手 廣瀬 流星 ひろせ りゅうせい 1997/12/18 神奈川県 178/85 右/右 知徳高校～松蔭大学

特別合格 投手 水谷 秀道 みずたに ひでみち 1997/5/1 福島県 183/78 右/右 いわき光洋高校～仙台大学

特別合格 捕手 天野 龍人 あまの りゅうと 2001/8/21 香川県 172/70 右/右 高松南高校

特別合格 内野手 安西 将揮 あんざい しょうき 1997/6/6 香川県 188/82 右/左 高松東高校～日本文理大学

特別合格 内野手 上田 政宗 うえだ まさむね 1998/1/16 鹿児島県 169/74 右/左 樟南高校～関東学園大学

特別合格 内野手 松浦 仁 まつうら ひとし 1996/10/12 兵庫県 182/92 右/左 英明高校～関西国際大学(中退)～和歌山ファイティングバーズ～兵庫ブルーサンダーズ

特別合格 外野手 田渕 雄基 たぶち ゆうき 1996/9/24 香川県 180/80 右/左 観音寺第一高校～香川大学

1巡目 内野手 311 木村 勇太 きむら ゆうた 2001/12/28 福岡県 172/72 右/左 希望が丘高校

2巡目 投手 201 近藤 壱来 こんどう かずき 1998/8/7 徳島県 179/73 右/右 鳴門渦潮高校～三菱自動車倉敷オーシャンズ

高知

特別合格 投手 今田 雄大 いまだ ゆうだい 2001/6/7 広島県 179/82 右/右 宮崎日大高校

特別合格 投手 大岡 樹 おおおか いつき 1997/12/24 千葉県 179/80 右/右 木更津総合高校～帝京平成大学

特別合格 投手 岡部 拳門 おかべ けんと 1997/8/24 大阪府 180/84 右/右 早稲田摂陵高校～九州共立大学

特別合格 投手 平間 凛太郎 ひらま りんたろう 1994/5/31 東京都 187/97 右/右 山梨学院大学付属高校～専修大学～日本製鉄東海REX

特別合格 投手 藤崎 真悟 ふじさき しんご 1997/4/2 福岡県 169/77 右/右 修猷館高校～福岡大学

特別合格 投手 松下 圭太 まつした けいた 1996/12/26 福島県 183/84 右/右 福島高校～宮城教育大学～東北マークス

特別合格 捕手 大原 拓光 おおはら たくみ 1997/12/8 高知県 177/80 右/右 追手前高校～香川大学

特別合格 内野手 大下 優弥 おおした ゆうや 1997/4/12 愛知県 174/70 右/左 都城東高校～鈴鹿大学

特別合格 内野手 孫入 優希 そんにゅう ゆうき 1995/5/2 大阪府 183/95 右/右 大垣日大高校～大阪体育大学～06BULLS

特別合格 内野手 長谷部 大器 はせべ だいき 1997/5/28 三重県 172/68 右/左 鹿児島実業高校～愛知大学

1巡目 捕手 123 大田 圭介 おおた けいすけ 2002/3/7 東京都 178/74 右/右 日本ウェルネス高校

2巡目 内野手 314 山本 卓磨 やまもと たくま 1997/5/5 高知県 168/64 右/左 岡豊高校～高知工科大学

3巡目 投手 244 屋比久 昂 やびく こう 1997/7/4 沖縄県 186/90 右/右 沖縄工業高校～沖縄国際大学

4巡目 外野手 332 勝岡 静也 かつおか しずや 1995/6/9 大阪府 168/75 右/左 報徳学園高校～関西大学


