
第94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）
2022．3．31現在確認分

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 ｸﾗｰｸ記念国際 12 金原 颯 石巻中央 新岡 歩輝 弘前白神 藤野 佑真 羽村 山中 麒翔 札幌栄

辻田 旭輝 岩見沢 越智 飛王 札幌北 麻原 草太 札幌羊ヶ丘 新岡 真輝 弘前白神
小野 陽翔 弘前白神 高橋 大河 仙台宮城野 酒井 一星 札幌北 田中 聖人 札幌栄

岩手 花巻東 10 宮沢 圭汰 金ヶ崎 渡辺 陸 盛岡東 佐々木麟太郎 金ヶ崎 田代 旭 金ヶ崎
菊池 敏生 花巻 万谷 大輝 盛岡北 熊谷 陸 金ヶ崎 小原 大和 盛岡北
金 拓門 盛岡姫神 広内 駿汰 盛岡東

福島 聖光学院 10 生田目 陽 福島南部 山浅 龍之介 東北楽天 嶋田 怜真 神奈川綾瀬 安田 淳平 江戸川中央
三好 元気 武蔵府中 伊藤 遙喜 北摂 佐山 未来 東京神宮 大槻 俊斉 三島

三田寺 大吾 友部 小松 桜吏 宮城臨空
　茨城 明秀日立 6 平野 太智 尼崎西 石川 ケニー 瀬谷 辻 天成 摂津 河合 尚樹 川崎西

海老沼 来飛 取手 山本 翔馬 川崎西
山梨 山梨学院 13 進藤 天 浜松 岩田 悠聖 静岡裾野 高橋 海翔 世田谷西 相沢 秀光 甲府南

渋谷 剛生 平塚 佐仲 大輝 長崎 星野 泰輝 静岡裾野 榎谷 礼央 浜松
山本 和輝 三島 田口 駿介 富士河口湖 藤井 優太 長崎文教 宮崎 海翔 戸塚
若松 泰弥 富士

千葉 木更津総合 11 菊地 弘樹 千葉市 大井 太陽 千葉西 芦川 正真 横浜泉 中西 祐樹 奈良西
越井 颯一郎 千葉北 金綱 伸悟 千葉市 植木 瑠斗 千葉市 渡辺 陸 千葉北
細野 峻矢 上尾 三富 大輝 木更津 大久保 達希 瀬戸

埼玉 浦和学院 4 大内 碧真 新座東 伊丹 一博 大宮 小林 聖周 佐倉 大勝 朱恩 浦和
東京 国学院久我山 10 上田 太陽 調布 下川辺 隼人 小金井 大野 良太 浦安 松本　慎之介 田無

松本　宗二郎 深谷彩北 鈴木 勇司 調布 荻野 颯人 東京日野 鈴木 航生 海老名
佐野 大和 東京日野 酒井 恍明 稲城

二松学舎大付 8 瀬谷 大夢 友部 大矢 青葉 長野東 小林 幸男 長野東 岩崎 遥斗 東京神宮
日笠 礼凰 熊谷 柴田 怜英 横浜緑 中道 晃誠 大宮 大川　陽人 友部

静岡 日大三島 10 寺崎 琉偉 富士 松永 陽登 秦野 野口 央雅 静岡蒲原 吉川 京祐 静岡蒲原
杉山 憲一朗 静岡裾野 野田 優磨 調布 加藤 大登 三島 島田 誠也 小田原足柄

　 山口 琉聖 秦野 小川 真旺 湘南平塚北 　 　
岐阜 大垣日大 3 五島 幹士 岐阜中濃 神川 翔太 各務原 山田 翔太 稲沢
福井 敦賀気比 4 春山 陽登 五條 高見沢 郁魅 浦和 伊賀 翔星 菰野朝上 辻 晶太 奥伊勢松阪
石川 星稜 7 永井 士航 福井永平寺 斉賀 壱成 取手 若狭 遼之助 東京神宮 荒木 陽翔 金沢
　 副島 拓人 世田谷西 牧野 暖樹 福井永平寺 中山 敦 取手
大阪 大阪桐蔭 6 鈴木 塁 瀬戸 川原 嗣貴 北摂 工藤 翔斗 瀬戸 砂川 佑馬 寝屋川

河田 流空 嶺南敦賀 藤田 和也 金沢
金光大阪 2 福富 龍之介 大阪西成 貴島 琉惺 尼崎北

和歌山 和歌山東 7 麻田 一誠 守山 此上 平羅 和歌山 橋本 晃成 和歌山 市川 都夢 佐久
岡田 大志 和歌山 石野 涼 和歌山 山田 健吾 有田

市和歌山 7 松村 祥吾 紀州由良 堀畑 樹 貝塚 大江 陸斗 粉河 米田 天翼 貝塚
熊本 和真 和歌山 白木 彪斗 和歌山 奥地 悠斗 紀州由良

奈良 天理 3 永井 大飛 五條 大城 志琉 橿原磯城 山村 侑大 橿原磯城
京都 京都国際 4 上野 楓真 貝塚 小林 春輝 札幌新琴似 亀田 樹 京都丹後 梅田 晃輝 京都丹後
兵庫 東洋大姫路 1 内海 誠揮 姫路西
広島 広陵 4 松下 水音 広島佐伯 真鍋 慧 広島安芸 田上 夏衣 熊本北部 森山 陽一朗 広島南

広島商 3 伊藤 大輔 広島佐伯 伊藤 祐輔 広島佐伯 加藤 優平 広島西
岡山 倉敷工 1 松嶋 文音 玉野
高知 高知 2 西野 啓也 紀州由良 森本 成 兵庫播磨 門野 結大 東淀川
徳島 鳴門 10 井川 欧莉 高松 前田 一輝 徳島東 藤中 温人 徳島東 土肥 憲将 徳島藍住

冨田 遼弥 徳島藍住 大塚 琉斗 徳島藍住 真鍋 至憧 徳島藍住 宮本 悠汰 大阪鶴見
齊藤 拓夢 徳島東 佐藤 有悟 西かがわ

福岡 九州国際大付 0
鹿児島 大島 0
佐賀 有田工 0
長崎 長崎日大 3 松尾 一樹 長崎 百武 伸 長崎北 岩野 巧明 長崎東
大分 大分舞鶴 2 奥本 翼 大分 冨田 健心 大分
福井 丹生 0
福島 只見 0

合計 163 名


