
第91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 札幌大谷 14 西原健太 札幌大谷 飯田柊哉 札幌大谷 清水悠我 札幌大谷 釜萢大司 札幌大谷

北本壮一朗 札幌大谷 石島 亮 札幌大谷 佐野翔騎郎 札幌北 田口恭大 札幌大谷

中川 諒 北広島 津崎愛斗 小樽 小関慎之助 札幌栄 将田勝基 札幌大谷

青山弥稜 札幌大谷 太田流星 札幌大谷

札幌一 10 野島 丈 札幌羊ケ丘 村田 凛 札幌南 大坪蓮弥 札幌中央 山口 凛 札幌新琴似

山田翔太 札幌新琴似 大平裕人 札幌新琴似 高木和真 札幌北 金野颯汰 札幌新琴似

西村鳳真 小樽 大宮昴汰郎 苫小牧

青森 八戸学院光星 7 後藤丈海 大阪城東 伊藤大将 寝屋川中央 下山昂大 弘前白神 大江拓輝 東成

原 瑞都 柏原 大野僚磨 八戸東 沢波大和 柏原

岩手 盛岡大付 6 佐々木俊輔 花巻 小野寺颯斗 花巻 平賀佑東 滝沢いわて 竹ｹ原大輝 宮城大崎

松原瑠来 仙台東部 村上 颯 東成

千葉 習志野 10 小沢拓海 佐倉 角田勇斗 佐倉 竹縄俊希 千葉市 根本翔吾 佐倉

山本慶都 佐倉 京極 塁 佐倉 佐々木俊太 千葉市 松本 陸 八千代中央

高橋雅也 佐倉 岩沢知幸 九十九

埼玉 春日部共栄 4 石崎聖太郎 友部 平岡大典 新宿 榊原圭哉 江戸川中央 安保昇希 新宿

東京 国士舘 5 沢野智哉 八王子 黒川麟太朗 横浜緑 渡辺 彪 武蔵府中 伊藤 優 稲城

中西健登 調布

神奈川 桐蔭学園 5 長谷川 颯 東京神宮 上川航平 藤沢 冨田健悟 新宿 山崎　駿 瑞穂

伊礼海斗 町田

横浜 10 及川雅貴 匝瑳 内海貴斗 世田谷西 度会隆輝 佐倉 庄子雄大 中本牧

冨田進悟 新宿 大手 晴 浜松 木下幹也 世田谷西 松本隆之介 戸塚

守屋智治 小田原足柄 小島歩空 戸塚

山梨 山梨学院 10 梅沢利俊 甲府南 管野秀斗 八王子 野村健太 愛知衣浦 宮崎一樹 調布

佐藤裕士 甲府南 飯塚大河 練馬中央 岸本捷汰 甲府南 椙浦元貴 富士河口湖

脇坂尚貴 湖東 石神悠樹 浦安

愛知 東邦 5 成沢拓馬 豊田 長屋陸渡 愛知衣浦 杉浦勇介 愛知衣浦 坂上大誠 名古屋北

岡田一晟 名古屋北

三重 津田学園 5 阿万田琉希 神戸中央 石川史門 愛知西 藤井久大 神戸中央 栄 龍騰 神戸中央

岩本太一 海山

石川 星稜 4 福本陽生 東練馬 山本伊織 東京神宮 伊藤駿介 豊田 今井秀輔 金沢

福井 啓新 1 穴水芳喜 甲府南

京都 龍谷大平安 6 三尾健太郎 南部 北村 涼 高槻 奥村真大 草津 半保和貴 高槻

野沢秀伍 美濃加茂 山崎憂翔 神戸西

福知山成美 2 坂 優斗 津田四日市 岩田涼雅 摂津千里丘

大阪 履正社 2 井上広大 東大阪 坂口敦也 尼崎北

兵庫 明石商 4 横尾海陸 高砂 宮下匡雅 高砂 百々亜佐斗 豊中 宮本啓吾 豊中

和歌山 智弁和歌山 2 西川晋太郎 紀州由良 山本雄太 和歌山

市和歌山 4 米田航輝 貝塚 片上柊也 貝塚 奴田宗也 粉河 松山敦紀 和歌山

広島 広陵 5 河野 佳 広島南 秋山功太郎 岡山西 金沢礼大 広島南 中冨宏紀 呉中央

村上太朗 広島南

市呉 2 角井夢海 呉昭和 田辺舜治 呉昭和

鳥取 米子東 0
香川 髙松商 3 香川卓摩 東かがわ 浅野 怜 東かがわ 花岡海音 かがわ中央

愛媛 松山聖陵 0
福岡 筑陽学園 1 石川湧喜 小倉

大分 明豊 4 布施心海 豊中 狭間大暉 大分南 青地七斗 河南 仲尾 圭 大分

大分 17 長尾凌我 大分中学 江川侑斗 大分中学 中尾拓士 大分中学 足立 駿 大分中学

飯塚和茂 大分中学 小野修太郎 大分中学 安藤陽斗 宮崎 小手川 巧 大分南

田中颯悟 大分中学 石丸斗和 大分中学 飯倉優侃 大分中学 田崎千汰 大分中学

神田龍大 大分中学 緒方一翔 大分中学 阪田寛和 大分中学 武藤俊介 大分中学

鷲頭 涼 大分中学

宮崎 日章学園 0
茨城 石岡一 5 飯岡大政 つくば中央 古屋健太郎 勝田 矢口剛盛 土浦 飯塚大翔 なめがた

岡崎黎人 友部

徳島 冨岡西 0
熊本 熊本西 0

合計 153 名


