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1 百武　叶夢 勝浦 一宮少年野球クラブ 1 長田　大豊 勝浦 勝浦ドリームズ 1 斉藤　蓮慎 東金 東金東クラブ

2 花田　啓粋 幕張 武石ブルーサンダー 2 柳澤　駿也 貝塚 都賀ジャガーズ 2 齋藤　敢太 蔵波 蔵波ジャガーズ

3 若鍋　秀磨 若松 小倉台ライガース 3 比留間　誉 磯辺 磯辺トータス 3 井上　陵 国分寺台西 国分寺エンゼルス

4 齋藤　憐哉 蔵波 若草ファイターズ 4 齋藤　蓮弥 富津 飯野アストロズ 4 吉岡　蓮 ちはら台南 ちはら台ファイターズ

5 高山　昇汰 貝塚 みつわ台スラッガーズ 5 金城　陽大 長柄 茂原ドリームズ 5 北地　宙夢 花見川 エースライオンズ

6 小林　蓮武 八千代 北東タイガース 6 太田　智也 岬 オールいすみ 6 出口　颯太 有吉 有吉メッツ

7 井上　陸 国分寺台西 国分寺エンゼルス 7 畑中　涼翔 土気南 あすみが丘ゴールデンスターズ 7 儀保　波琉 臼井南 間野台ジャイアンツ

8 山口　稜太 四街道北 千城台レットシャーク 8 住吉　巧 大椎 あすみが丘ゴールデンスターズ 8 久我　宥翔 茂原 本納パワーズ

9 大槻　悠浬 白子 白子ジュニアサンダース 9 紺野　真太郎 太田 請西ブレーブス 9 桑折　奏希 佐倉東 弥勒少年野球クラブ

10 長谷川　知樹 花園 花園ライオンズ 10 前田　一葵 木更津第三 祇園ブルーソックス 10 澤木　蓮 有吉 有吉メッツ

11 鈴木　晴仁 成東 成東ファイターズ 11 関口　空良 清川 清川ライナーズ 11 河西　澄大 泉谷 泉谷メッツ

12 山崎　周 こてはし台 西志津クラブ 12 釈迦堂　愛琴 習志野第六 習志野フェニックス 12 江角　珀翔 茂原 本納パワーズ

13 渡邉　蒼士 茂原 豊田キッドシャークス 13 安達　太我 冨士見 小轡ジュニアーズ 13 江角　龍希 茂原 本納パワーズ

14 関　慶久 茂原 茂原BBM 14 齋藤　壽仁 金田 金田ビッグウェーブ 14 渡辺　賢心 大原 一宮少年野球クラブ

15 山口　頌之亮 高津 新木戸ヤングミヤコシ 15 下村　桜介 おゆみ野南 泉谷メッツ 15 鳥飼　太一 土気南 土気グリーンウェーブ

16 齋藤　翔太 蔵波 蔵波ジャガーズ 16 田宮　悠真 有吉 泉谷メッツ 16 渡邉　侑真 茂原東 小轡ジュニアーズ

17 永盛　友章 ちはら台西 17 久我　孝太 小櫃 富来田ファイターズ 17 鈴木　雄大 高洲 高洲コンドルス

18 斉藤　櫂慎 東金 東金ジュニアーズ 18 枝広　峻之介 ちはら台南 ちはら台ファイターズ 18 福原　唯斗 轟町 穴川タイガース

19 伊丹　研士郎 睦沢 一宮少年野球クラブ 19 高中　隆之介 茂原 豊田キッドシャークス 19 岩瀬　雄星 稲毛 稲丘ベアーズ

20 長島　壮大 白子 白子ジュニアサンダース 20 長谷川　双葉 昭和 神納フレンズ 20 小松　英慎 高洲 高洲コンドルス

21 小門　俊輔 加曾利 ミヤコリトルベアーズ 21 植草　喬太 川戸 仁戸名ファミリーズ 21 末吉　大希 勝浦 勝浦ドリームズ

22 松村　剛征 打瀬 磯辺トータス 22 三原　侑翔 国分寺台西 浜本ソフトボール 22 山本　龍太朗 若葉 若葉カンパニア

23 渡辺　智規 磯辺 磯辺トータス 23 小髙　蒼平 土気 土気グリーンウェーブ 23 川田　琉大 有秋 有秋ドラゴンズ

24 元𠮷　尚輝 蘇我 大森フライヤーズ 24 恩田　睦世 木更津第三 木更津南ナインズ 24 岩崎　蓮志 成東 成東ファイターズ

25 井ノ口　瑞規 富津 青堀少年野球クラブ 25 渡辺　さくら 冨士見 豊田キッドシャークス 25 片岡　大瑚 東金 東金東クラブ

26 26 渡邉　悠惺 白子 白子ジュニアサンダーズ 26 林　晃成 おゆみ野南 若葉カンパニア

27 27 齋藤　陸哉 蔵波 若草ファイターズ 27 鬼澤　大夢 土気南 あすみが丘ゴールデンスターズ

28 28 都丸　達矢 幕張西 打瀬ベイバスターズ 28 戸澤　友輔 磯辺 磯辺トータス

29 29 有川　志裕 四街道北 四街道ブルースターズ 29 鈴木　糾 磯辺 磯辺シャークス

30 出口　郁海 有吉 有吉メッツ 30 工藤　温人 志学館 請西ブレーブス

31 小嶌　勇成 有吉 有吉メッツ 31 常盤　翔大 木更津第三 衹園ブルーソックス

32 杉山　晴哉 おゆみ野南 泉谷メッツ 32 折田　大樹 東金東 東金東クラブ

33 佐藤　周良 習志野第五 津田沼少年野球団

34 小髙　諄也 岬 九十九里リトル

35 大木　悠 おゆみ野南 泉谷メッツ

36 長瀬　優也 花園 黒潮

37 中田　紀伸 有吉 成田ゴールデンウィングス

38 鶴岡　里音 有吉 九十九里リトル
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