
2022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 2022.10.25

球団 順位 選手名 ポジション 年齢 所属 出身チーム 連盟

1 3位 沢井 廉 外 22 中京大中京高→中京大 知多東浦 東海

2 育成1位 橋本 星哉 捕 22 興国高→中央学院大 兵庫播磨 関西

3 4位 杉沢 龍 外 22 東北高→東北福祉大 大館 東北

4 育成3位 入山 海斗 投 22 日高中津分校→東北福祉大 守口 関西

5 育成5位 村上 喬一朗 捕 22 東福岡高→法政大 松山 関西

6 横浜DeNA 育成3位 今野 瑠斗 投 18 東京都市大塩尻高 新宿 関東

7 5位 松本 晴 投 21 樟南高→亜細亜大 大阪生野 関西

8 育成3位 木村 光 投 22 奈良大付高→仏教大 橿原磯城 関西

9 育成6位 佐々木 明都 投 17 学法福島高 横浜青葉 関東

10 育成8位 宮﨑 颯 投 22 埼玉栄高→東京農業大 大宮 関東

11 育成9位 重松 凱人 外 22 戸畑高→亜細亜大 北九州中央 九州

12 育成12位 飛田 悠成 内 17 金沢高 横浜緑 関東

13 1位 森下 翔太 外 22 東海大相模高→中央大 戸塚 関東

14 3位 井坪 陽生 外 17 関東第一高 八王子 関東

15 4位 茨木 秀俊 投 18 帝京長岡高 札幌東 北海道

16 4位 青山 美夏人 投 22 横浜隼人高→亜細亜大 横須賀 関東

17 6位 児玉 亮涼 内 24 文徳高→九州産業大→大阪ガス 熊本北部 九州

18 育成1位 野村 和輝 内 19 東大阪大柏原高→BC石川 大阪中央 関西

19 4位 門脇 誠 内 21 創価高→創価大 京都木津川 関西

20 育成2位 田村 朋輝 投 18 酒田南高 町田 関東

21 育成6位 三塚 琉生 外 18 桐生第一高 八千代中央 関東

22 1位 荘司 康誠 投 22 新潟明訓高→立教大 新潟西 信越

23 6位 林 優樹 投 21 近江高→西濃運輸 京都八幡 関西

24 広島 5位 河野 佳 投 21 広陵高→大阪ガス 広島南 関西

25 4位 山浅 龍之介 捕 18 聖光学院高 東北楽天 東北

26 5位 濱 将乃介 内 22 東海大甲府高→四国IL高知→BC福井 大阪福島 関西

27 6位 田中 幹也 内 21 東海大菅生高→亜細亜大 相模原 関東

28 育成3位 樋口 正修 内 23 北本高→駿河台大→BC埼玉 行田 関東

29 1位 矢沢 宏太 投 22 藤嶺藤沢高→日本体育大 町田 関東

30 5位 奈良間 大己 内 22 常葉菊川高→立正大 小笠浜岡 関東

31 6位 宮内 春輝 投 26 多古高→明星大→日本製紙石巻 九十九 関東

32 育成1位 藤田 大清 外 18 花咲徳栄高 中野 関東
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