
第93回選抜高校野球出場校　リトルシニア出身選手（登録18名中）

地区 学校名 人数 選手名 出身ﾁｰﾑ 選手名 出身ﾁｰﾑ 選手名 出身ﾁｰﾑ 選手名 出身ﾁｰﾑ
北海道 北海 11 杉林 蒼太 札幌北 江口 聡一郎 札幌大谷 宮下 朝陽 余市 林 大海 小樽

関 虎大朗 余市 小原 海月 札幌南 中井 侃樹 貝塚 斉藤 真吾 札幌羊ヶ丘
中川 太陽 日高 小山 駿人 札幌東 山田 堅真 函館東

宮城 仙台育英 8 浅野 洸司 七ヶ浜 吉野 蓮 宮城北部 松田 隆之介 宮城黒松利府 小野 天之介 東北楽天
奈良田 弦也 宮城北部 洞口 優人 盛岡東 橋本 颯太 東北楽天 中村 和寛 宮城臨空

　 柴田 5 村上 太生輔 宮城臨空 遠藤 瑠祐玖 宮城北部 佐藤 永遠 仙台東部 佐藤 琳空 仙台東部
亀山 天馬 七ヶ浜

群馬 健大高崎 0
　茨城 常総学院 8 宮原 一綺 水戸東 青木 良弘 稲城 田辺 広大 川崎中央 秋本 璃空 江戸川中央

太和田 煌翔 千葉市 中村 蒼 竜ヶ崎 加藤 颯 墨田 坂本 駿 江戸川中央
千葉 専大松戸 6 吉岡 道泰 江戸川中央 岡本 陸 江戸川中央 横山 瑛太 八千代中央 平田 未来 佐倉

竹葉 洋太 佐倉
東京 東海大菅生 12 千田 光一郎 白山 小池 祐吏 中本牧 小山 凌暉 愛知木曽川 岩井 大和 豊中

岩田 一真 愛知木曽川 本田 峻也 小松加賀 山田 聖和 京都 橋本 唯塔 高岡
加藤 琉真 逗子 鈴木 泰成 友部 桜井 海理 佐倉 藤井 颯太 豊田

神奈川 東海大相模 7 柴田 疾 横浜東金沢 佐藤 優馬 羽村 小平 直道 湘南平塚北 加藤 勇哉 調布
深谷 謙志郎 横浜緑 綛田　小瑛 和歌山 向川 夏樹 平塚

山梨 東海大甲府 8 猪之口 絢太 佐野 中沢 空芽 東練馬 若山 恵斗 中野 塚本 柊真 竜ヶ崎
野田 彪雅 静岡蒲原 加藤 太陽 東練馬 福与 大地 飯田 山口 優星 東練馬

愛知 中京大中京 2 桑垣 秀野 豊田 松田 新叶 知多東浦
岐阜 県岐阜商 1 大野 倫永 岐阜
長野 上田西 14 笹原 操希 長野南 梅香 拓海 小諸 飛鳥井 洸 伊勢原 大藪 和隼 上田南

藤牧 虹凱 佐久 山口 謙作 小田原足柄 堀内 琢斗 上田南 石川 智勝 岐阜
室賀 太貴 上田南 土岐 栞太 小田原足柄 青木 明憲 松本西 上島 永太 伊北

　 花岡 瑠伊 上田南 高梨 匠 板橋
福井 敦賀気比 3 小西 奏思 高岡 竹松 明良 橿原磯城 渡辺 飛雄馬 橿原磯城
京都 京都国際 5 高橋 集 神戸西 佐々木 康耀 大阪西成 前川 宗海 岸和田 上野 楓真 貝塚

後藤 陸斗 京都丹後
大阪 大阪桐蔭 5 野間 翔一郎 山口東 前田 健伸 山口東 西川 音羽 三原中央 藤田 翔太 神戸中央

小谷 太誠 鳥取中央
兵庫兵庫 神戸国際大付 3 栗原 琉晟 神戸中央 川西 琉成 兵庫播磨 吉田 龍人 神戸中央
奈良 智弁学園 5 福田 拓海 神戸中央 山下 陽輔 奈良西 森田 空 八尾 西村 王雅 京都

高岡 聡太 京都木津川
　 天理 4 杉下　海生 泉佐野 堀内 太陽 京都丹後 石本 紘都 橿原磯城 政所 蒼太 京都丹後
和歌山 市和歌山 4 亀井 新生 和歌山 米田 天翼 貝塚 堀畑 樹 貝塚 松村 祥吾 紀州由良
広島 広島新庄 7 大可 尭明 広島佐伯 瀬尾 秀太 山口東 平田 龍輝 山口東 福本 一弥 広島佐伯

岡田 悠雅 尾道 森下 毅士 広島瀬戸内 西井 拓大 大和高田
鳥取 鳥取城北 2 徳山 太一 大正 志水 利雄生 八代
山口 下関国際 8 賀谷 勇斗 呉中央 仲井 慎 兵庫播磨 山川 太陽 東広島 森 凛琥 泉佐野

井藤 陸斗 広島瀬戸内 橋爪 成 兵庫播磨 松本 竜之介 東広島 染川 歓多 東広島
高知 明徳義塾 5 井上 航輝 河南 森松 幸亮 西条 岩城 龍ノ介 湖東 高松 紳志 高槻

河村 遼也 西条
愛媛 聖カタリナ学園 2 高岡 唯 松山 小沢 武門 稲城
福岡 福岡大大濠 0
長崎 大崎 2 池田 晃弥 長崎北 秋山 章一郎 長崎
大分 明豊 4 黒木 日向 大分南 山本 晃也 高川学園 岳下 桃乃介 熊本県央 殿垣内 一馬 橿原磯城
宮崎 宮崎商 1 児玉 純梧 宮崎
青森 八戸西 2 桐山 大空 八戸東 津嶋 雄吉 青森戸山
兵庫 東播磨 0
沖縄 具志川商 0
静岡 三島南 5 斎藤 崇晃 伊豆市 深瀬 暖人 沼津 山田 駿 伊豆市 稲村 仁 韮山

長島 大幹 沼津
合計 149 名



 


