
球団 ポジション 氏　　名 かな 生年月日 身長/体重 投/打 経歴

投手 岸川 滉生 きしかわ こうせい 1999/5/26 170/70 左/左 清峰高等学校〜九州産業大学

投手 服部 虎 はっとり たいが 2000/8/20 171/74 左/左 鳴門渦潮高等学校〜徳島インディゴソックス

投手 柘植 玲男 つげ れお 1999/12/25 170/74 右/左 岐阜商業高等学校〜朝日大学

投手 佐々木 海允 ささき みのぶ 2003/5/24 173/86 右/右 大曲工業高等学校

内野手 新居 龍輝 にい りゅうき 2003/4/13 173/63 右/左 坂出商業高等学校

内野手 水本 光季 みずもと こうき 2001/7/10 166/66 右/右 日本航空高等学校〜スポーツ総合学園SEED

内野手 押川 魁人 おしかわ かいと 1998/12/8 168/76 右/左 津田学園高等学校〜関東学院大学〜埼玉武蔵ヒートベアーズ

内野手 長嶺 孝宣 ながみね たかのり 1999/10/28 177/83 右/左 日向学院高等学校〜立命館アジア太平洋大学

内野手 森本 大輔 もりもと だいすけ 2000/3/17 174/77 右/左 三重高等学校〜大阪体育大学〜泉州大阪野球団

投手 加藤 翔汰 かとう　しょうた 2000/10/25 180/80 左/左 高野山高校～履正社医療スポーツ専門学校

投手 中津 秀太 なかつ　しゅうた 2000/3/1 181/79 右/右 京都外大西高校～日本体育大学

投手 釜谷 竜哉 かまや　りゅうや 1999/6/23 179/93 右/右 栄徳高校〜至学館大学

投手 田村 稜 たむら　りょう 1999/8/29 184/85 左/左 豊野高校〜愛知大学

投手 大河原 誠 おおかわら　まこと 1998/4/11 180/84 左/左 桐光学園高校〜神奈川大学

投手 坂本 遥飛 さかもと　はると 1999/12/4 173/78 右/右 山梨学院大学付属高校〜山梨学院大学

投手 加藤 隆斗 かとう　りゅうと 2004/3/30 183/88 右/右 市立川崎総合科学高校

捕手 菅原 正悟 すがわら　しょうご 2003/9/25 165/75 右/右 八重山農林高校

内野手 乗田 元気 のりた　げんき 2003/4/15 167/67 右/右 鹿児島城西高校

内野手 山田 倫 やまだ　りん 2000/1/11 175/82 左/左 香川西高校〜四国学院大学

内野手 西川 洸 にしかわ　ひろき 1998/11/20 175/80 右/右 聖望学園高校〜東日本国際大学(中退)〜一球幸魂倶楽部〜神奈川フューチャードリームス

内野手 松堂 秩己 まつどう　いつき 1999/11/14 167/80 右/右 福岡第一高校〜沖縄大学

外野手 鳥井 弘樹 とりい　ひろき 1998/4/3 183/93 右/右 創価高校〜平成国際大学〜GOOD JOB

外野手 早坂 秀太 はやさか　しゅうた 1999/9/16 178/80 右/右 関東第一高校〜神奈川工科大学

投手 日隈 モンテル ひぐま もんてる 2000/3/18 186/90 右/右 金光大阪高校〜OBC高島〜琉球ブルーオーシャンズ

投手 仲條 温人 なかじょう はると 2003/9/12 178/84 左/左 横芝敬愛高校

投手 山崎 正義 やまざき まさよし 2003/5/1 175/73 右/右 都立紅葉川高校

投手 池戸 昇太 いけど しょうた 1999/6/22 178/82 左/左 美濃加茂高校〜名城大学

投手 石川 槙貴 いしかわ しんき 1999/6/7 187/92 右/右 鹿児島城西高校〜九州共立大学

投手 藤原 直也 ふじわら なおや 1999/8/6 180/82 右/右 啓新高校〜日本福祉大学

投手 小林 亜由良 こばやし あゆら 1999/9/7 187/82 左/左 埼玉平成高校〜敬愛大学

投手 鈴木 貫太朗 すずき かんたろう 2000/1/17 181/84 右/右 皇學館高校〜皇學館大学

投手 和泉 椋麻 いずみ りょうま 2000/9/20 181/82 右/右 山口県桜ヶ丘高校〜金沢学院大学

投手 森 弘樹 もり ひろき 2000/3/11 180/96 右/右 相原高校〜鶴見大学

捕手 小松 京祐 こまつ きょうすけ 2003/4/2 170/75 右/右 高知中央高校

捕手 北村 辰輝 きたむら たつき 2003/4/20 173/75 右/右 有明高校

内野手 川口 翔大 かわぐち しょうた 2003/4/18 175/76 右/左 聖カタリナ学園高校

内野手 足立 駿 あだち すぐる 2002/2/10 185/85 右/左 大分高校〜近畿大学(中退)

内野手 茶野 篤政 ちゃの とくまさ 1999/8/4 175/78 右/左 中京学院大学付属中京高校〜名古屋商科大学

外野手 井上 絢登 いのうえ けんと 2000/2/23 178/85 右/左 久留米商業高校〜福岡大学

投手 小田切　翔梧 おだぎり　しょうご 2000/3/27 177/74 右/右 高知高校〜四国学院大学

投手 太田　透天 おおた　とうは 2004/1/23 179/81 右/左 敬徳高校

投手 馬渕　歩空 まぶち　ほだか 1999/6/26 186/95 右/右 帝京大可児高校〜同朋大学

投手 菊田　翔友 きくた　とわ 2003/9/25 184/89 右/右 享栄高校

捕手 後藤　風海 ごとう　かざみ 1999/7/3 171/74 右/右 暁星国際高校〜鶴見大学

捕手 竹次　海 たけつぎ　かい 1999/11/13 178/86 右/右 九州文化学園高校〜長崎国際大学

内野手 谷口　翔大 たにぐち　しょうだい 2003/11/25 184/120 右/右 京都外大西高校

内野手 西原　豪 にしはら　ごう 2004/1/21 175/77 右/左 創成館高校

外野手 杉野　彰彦 すぎの　あきひこ 1999/1/25 175/76 右/右 今治西高校〜高知工科大学
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