
2020年度プロ野球ドラフト指名選手リトルシニア出身選手一覧

球団 順位 選手名 ポジション 年齢 所属 出身チーム 連盟

1 ⑦ 萩原 哲 捕手 22 日南学園高→創価大 京都木津川 関西

2 育成④ 木下 幹也 投手 18 横浜高 世田谷西 関東

3 育成⑦ 戸田 懐生 投手 20 東海大菅生高→四国ＩＬ徳島 愛知衣浦 東海

4 育成⑫ 加藤 廉 内野手 21 島田工高→東海大海洋学部 小笠浜岡 関東

5 中日 ① 高橋 宏斗 投手 18 中京大中京高 豊田 東海

6 ③ 佐藤 蓮 投手 22 飛龍高→上武大 三島 関東

7 ⑥ 中野 拓夢 内野手 24 日大山形高→東北福祉大→三菱自動車岡崎 山形 東北

8 ⑦ 高寺 望夢 内野手 18 上田西高 上田 信越

9 ② 牧 秀悟 内野手 22 松本第一高→中央大 長野若穂 信越

10 ③ 松本 隆之介 投手 18 横浜高 戸塚 関東

11 ⑥ 高田 琢登 投手 18 静岡商高 静岡蒲原 関東

12 育成① 石川 達也 投手 22 横浜高→法政大 中本牧 関東

13 育成② 加藤 大 投手 18 横浜隼人高 川崎中央 関東

14 ⑤ 行木 俊 投手 19 横芝敬愛高→四国ＩＬ徳島 九十九 関東

15 育成① 二俣 翔一 捕手 18 磐田東高 小笠浜岡 関東

16 ① 木沢 尚文 投手 22 慶応高→慶応大 八千代中央 関東

17 ② 山野 太一 投手 21 高川学園高→東北福祉大 高川学園 関西

18 育成② 赤羽 由紘 内野手 20 日本ウェルネス筑北高→信濃ＧＳ 松本南 信越

19 ② 笹川 吉康 外野手 18 横浜商高 中本牧 関東

20 ④ 川原田 純平 内野手 18 青森山田高 花巻 東北

21 育成⑧ 中村 亮太 投手 22 千葉経済大付高→東農大北海道オホーツク 千葉市 関東

22 ⑤ 西川 僚祐 外野手 18 東海大相模高 佐倉 関東

23 育成② 小沼 健太 投手 22 東総工高→ＢＣ茨城 銚子 関東

24 ① 渡部 健人 内野手 21 横浜商大高→日本ウェルネス高→桐蔭横浜大 中本牧 関東

25 ③ 山村 崇嘉 内野手 18 東海大相模高 武蔵府中 関東

26 楽天 ③ 藤井 聖 投手 24 富士市立高→東洋大→ＥＮＥＯＳ 瀬谷 関東

27 ① 伊藤 大海 投手 23 駒大苫小牧高→駒澤大→苫小牧駒澤大 函館東 北海道

28 ② 五十幡 亮汰 外野手 21 佐野日大高→中央大 東京神宮 関東

29 育成② 斉藤 伸治 投手 22 習志野高→東京情報大 千葉市 関東

30 ② 元 謙太 外野手 18 中京高 岐阜東濃 東海

31 ④ 中川 颯 投手 22 桐光学園高→立教大 横浜泉 関東

32 ⑥ 阿部 翔太 投手 27 酒田南高→成美大→日本生命 大正 関西

33 育成② 辻垣 高良 投手 18 学法福島高 神戸中央 関西

34 育成④ 釣 寿生 捕手 18 京都国際高 姫路西 関西
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