
NO 名前 所属 NO 名前 所属 NO 名前 所属

1 青野 善行 日立製作所 31 本田 洋平 日本生命 61 千野啓二郎 Honda

2 秋山 翔 三菱自動車岡崎 32 松本 竜也 Honda鈴鹿 62 百目鬼浩太 信越硬式野球クラブ

3 飯田 晴海 日本製鉄鹿島 33 森田 駿哉 Honda鈴鹿 63 中川 智裕 セガサミー

4 伊藤 開生 ロキテクノ富山 34 八木 玲於 Honda鈴鹿 64 檜村 篤史 Honda

5 岩本 喜照 日本新薬 35 山本健太郎 東海理化 65 平山 快 ＪＦＥ東日本

6 内田 了介 Honda熊本 36 山本 凌 JR四国 66 福永 裕基 日本新薬

7 大江 克哉 NTT西日本 37 長 壱成 Honda鈴鹿 67 前田 滉平 王子

8 大津 亮介 日本製鉄鹿島 38 鎌田 将吾 日本新薬 68 三河 聖央 TDK

9 小島 康明 きらやか銀行 39 木南 了 日本通運 69 望月 直也 トヨタ自動車東日本

10 片山 皓心 Honda 40 小泉 航平 NTT西日本 70 森下 翔平 日立製作所

11 加藤 優弥 日本製鉄東海REX 41 柴原 健介 東芝 71 矢野 幸耶 三菱重工East

12 嘉陽宗一郎 トヨタ自動車 42 田畑 瑛仁 日本製鉄室蘭シャークス 72 逢澤 崚介 トヨタ自動車

13 川瀬 航作 日本製鉄広畑 43 辻野 雄大 Honda 73 石黒 凌 日本製紙石巻

14 河野　佳 大阪ガス 44 辻本 勇樹 NTT西日本 74 神鳥 猛流 王子

15 菊池 大樹 四国銀行 45 中林 健吾 北海道ガス 75 北畠 栞人 TDK

16 小木田敦也 TDK 46 渡辺 和哉 JR東日本 76 笹川 晃平 東京ガス

17 近藤 凌太 東芝 47 相羽 寛太 ヤマハ 77 佐藤 旭 東芝

18 阪本 大樹 大阪ガス 48 青柳 匠 大阪ガス 78 佐藤 拓也 ＪＲ東日本

19 佐竹 功年 トヨタ自動車 49 小豆澤 誠 ENEOS 79 佐藤 竜彦 Honda

20 鈴木 大貴 TDK 50 稲垣 誠也 日本通運 80 末包 昇大 大阪ガス

21 高橋 拓巳 日本生命 51 江越 啓太 三菱重工East 81 髙橋 謙太 北海道ガス

22 高橋 佑樹 東京ガス 52 金子 聖史 東芝 82 知念 大成 沖縄電力

23 津山 祐希 JFE西日本 53 北尾 勇人 JR四国 83 長澤 壮徒 NTT東日本

24 中川 一斗 ＪＦＥ西日本 54 北村 祥治 トヨタ自動車 84 生田目 忍 日本製鉄鹿島

25 長嶋 彰 三菱重工East 55 喜納 淳弥 NTT東日本 85 早野 僚馬 日本生命

26 廣畑 敦也 三菱自動車倉敷オーシャンズ 56 佐藤 勇基 トヨタ自動車 86 藤井 健平 NTT西日本

27 渕上 佳輝 トヨタ自動車 57 下川 知弥 NTT東日本 87 堀越 匠 日本製鉄鹿島

28 船迫 大雅 西濃運輸 58 瀬戸西 純 ENEOS 88 水木 海斗 JR北海道硬式野球クラブ

29 堀 誠 NTT東日本 59 髙垣 鋭次 東邦ガス 89 皆川 仁 日本生命

30 本定 史好 JFE東日本 60 田中 達朗 東芝 90 向山 基生 NTT東日本
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