
千葉市・JFE東日本 豊田市・トヨタ自動車 投手 近藤 均 王子

捕手 細川 勝平 王子

外野手 谷 恭兵 西濃運輸

札幌市・ 鈴鹿市・Honda鈴鹿 投手 堀田 晃 西濃運輸

JR北海道硬式野球クラブ 前田 滉平 王子

東　北 伊礼 翼 王子

第１代表 にかほ市・TDK 捕手 石井 信次郎 七十七銀行 浜松市・ヤマハ 投手 高橋 康平 永和商事ウイング

中井 隆盛 七十七銀行 捕手 船越 涼太 王子

宮本 涼 七十七銀行 内野手 秋利 雄佑 三菱重工名古屋

第２代表 石巻市・日本製紙石巻 投手 小笠原 諒 七十七銀行 名古屋市・東邦ガス 船迫 大雅 西濃運輸

内野手 大保 優真 JR東日本東北 戸田 公星 JR東海

外野手 長嶋 亮磨 七十七銀行 外野手 亀山 一平 王子

北信越 名古屋市・ジェイプロジェクト 入倉 京一郎 三菱重工名古屋

第１代表 高岡市・伏木海陸運送 佐々木 竜次 バイタルネット 西納 敦史 三菱重工名古屋

中村 海誠 信越硬式野球クラブ 外野手 原田 大輔 西濃運輸

内野手 百目鬼 浩太 信越硬式野球クラブ 岡崎市・三菱自動車岡崎 投手 喜久川 大輔 JR東海

北関東 三森 大輔 三菱重工名古屋

第１代表 日立市・日立製作所 髙橋 史典 SUBARU 吉田 承太 三菱重工名古屋

手塚 周 SUBARU 近畿

川上 雄太朗 SUBARU 大阪市・NTT西日本 投手 森 翔平 三菱重工神戸・高砂

第２代表 鹿嶋市・日本製鉄鹿島 角田 皆斗 SUBARU 捕手 森山 誠 三菱重工神戸・高砂

小野 和博 SUBARU 内野手 西川 雄大 日本製鉄広畑

内野手 岩元 聡樹 SUBARU 門真市・パナソニック 投手 守安 玲緒 三菱重工神戸・高砂

南関東 内野手 星 貴裕 三菱重工神戸・高砂

第１代表 狭山市・Honda 投手 橘 朋晃 日本製鉄かずさマジック 外野手 那賀 裕司 三菱重工神戸・高砂

第２代表 さいたま市・日本通運 第３代表 大阪市・大阪ガス 投手 川瀬 航作 日本製鉄広畑

和氣 暉親 三菱重工神戸・高砂

第３代表 富里市・ハナマウイ 投手 清岡 龍哉 YBC柏 西脇 雅弥 大和高田クラブ

捕手 小笠原 大騎 YBC柏 第４代表 京都市・日本新薬 内野手 北川 倫太郎 カナフレックス

内野手 田中 健 日本製鉄かずさマジック 外野手 藤原 隆蒔 三菱重工神戸・高砂

東 京 大阪市・日本生命 投手 栗山 拓巳 ミキハウス

第１代表 東京都・JR東日本 臼井 浩 東京ガス 内野手 立花 允夫 ミキハウス

髙橋 佑樹 東京ガス 中　国

内野手 地引 雄貴 東京ガス 広島市・三菱重工広島 投手 児山 祐斗 シティライト岡山

第２代表 東京都・NTT東日本 内野手 小林 勇登 東京ガス 内野手 岡 将吾 JFE西日本

楠 研次郎 東京ガス 外野手 鳥井 凌 JFE西日本

笹川 晃平 東京ガス 倉敷市・ 投手 平岡 航 伯和ビクトリーズ

第３代表 東京都・セガサミー 投手 三宮 舜 明治安田生命 三菱自動車倉敷オーシャンズ 大倉 卓也 JR西日本

内野手 大内 信之介 JPアセット証券 田村 強 JR西日本

外野手 小野田 俊介 東京ガス 四　国

第４代表 東京都・鷺宮製作所 投手 新井 悠太朗 明治安田生命 高知市・四国銀行 南川 忠亮 JR四国

内野手 木田 大貴 明治安田生命 山本 凌 JR四国

外野手 井村 滋 明治安田生命 内野手 水野 達稀 JR四国

西関東 九　州

第１代表 横浜市・ENEOS 大野 亨輔 三菱パワー 第１代表 大津町・Honda熊本 石森 大誠 熊本ゴールデンラークス

伊藤 優輔 三菱パワー 林 健太 宮崎梅田学園

内野手 久木田 雄介 三菱パワー 福岡市・西部ガス 堤 喜昭 宮崎梅田学園

川崎市・東芝 投手 三小田 章人 三菱パワー 田場 亮平 沖縄電力

久保 皓史 三菱パワー 外野手 池浦 稔揮 熊本ゴールデンラークス

二橋 大地 三菱パワー
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第９1回都市対抗野球大会補強選手一覧
推薦 東　海
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