
№ 氏　名 支部 所　属 学年 ポジション Step2推薦選手

1 土屋　太暉 三　島 中郷西中 中１ ベース 〇

2 飯田　　晴 三　島 錦田中 中１ ベース

3 古賀　太平 駿　東 富岡中 中１ ベース 〇

4 田代　直暉 駿　東 富岡中 中１ ベース

5 木内　優太 駿　東 清水南中 中１ ベース

6 山本　晃良 沼　津 原中 中１ ベース 〇

7 土田　　輝 沼　津 原中 中１ ベース 〇

8 北古味　彬 田　方 大仁中 中１ ベース

9 野田　蒼生 田　方 長岡中 中１ ベース

10 木川　大志 富　士 岩松中 中１ ベース

11 長坂　奏良 富士宮 富士宮二中 中１ ベース 〇

12 八木原大晴 富士宮 富士宮三中 中１ ベース 〇

13 坂井　優斗 沼　津 千本ジュニア 小６ ベース 〇

14 外山　絢大 富　士 富岳ジュニア 小６ ベース 〇

15 鈴木　奏汰 富　士 富士ジュニア 小６ ベース 〇

16 鴻野　弘雅 田　方 大仁ジュニア 小６ ベース

17 落合　玲穏 田　方 函南ジュニア 小６ ベース

18 奥村　武央 田　方 函南ジュニア 小５ ベース 〇

19 木内　　蒼 富士宮 富士宮少年団 小６ ベース 欠席

20 興津　佑音 富士宮 doux 小６ ベース

21 小林　勇斗 駿　東 富岡中 中１ ネット 〇

22 加藤　滉介 駿　東 富岡中 中１ ネット

23 田丸　陽斗 駿　東 清水南中 中１ ネット

24 池谷　颯真 沼　津 原中 中１ ネット 〇

25 荻原　錬磨 沼　津 原中 中１ ネット

26 小長井禅樹 富　士 須津中 中１ ネット 〇

27 渡邊　龍平 富　士 吉原一中 中１ ネット

28 石田　楓馬 田　方 函南ジュニア 小６ ネット

29 遠藤　　仁 田　方 函南ジュニア 小５ ネット

30 渡邊　塁斗 富　士 富士ジュニア 小６ ネット 〇

31 大石　梁生 田　方 長岡中 中１ ネット

32 遠藤　立樹 田　方 大仁ジュニア 小６ ネット

33 小川　玲志 富士宮 富士宮二中 中１ ネット 〇

34 塩澤　龍大 富士宮 北山中 中１ ネット

35 綾部　優希 富士宮 富士宮三中 中１ ネット

１５人

3

〈添付資料　２〉

①　Step1-2参加者（男子）

Step2推薦選手数



№ 氏　名 支部 所　属 学年 ポジション Step2推薦選手

1 金指　茜里 賀　茂 河津中 中１ ベース 〇

2 中村　彩音 沼　津 沼津二中 中１ ベース

3 木村　暖菜 沼　津 沼津二中 中１ ベース

4 野田　結愛 沼　津 原中 中１ ベース

5 三田真愛花 沼　津 愛鷹中 中１ ベース 〇

6 山本　菜央 沼　津 沼津四中 中１ ベース 〇

7 望月　咲菜 富　士 鷹岡中 中１ ベース 〇

8 磐本　紗希 富　士 富士南中 中１ ベース

9 塩川　結菜 富士宮 富士宮四中 中１ ベース 〇県強化練習参加

10 遠藤　理央 富士宮 富士根南中 中１ ベース 〇

11 遠藤　花歩 富士宮 富士宮二中 中１ ベース

12 山下　　杏 富士宮 西富士中 中１ ベース 欠席

13 大滝　瑠菜 富士宮 富士宮少年団 小６ ベース

14 笠井　初夏 富士宮 富士宮少年団 小６ ベース 〇

15 井出　真央 富士宮 富士宮少年団 小６ ベース 〇

16 小林　美香 富士宮 富士宮少年団 小６ ベース

17 伊藤　里桜 沼　津 原ジュニア 小６ ベース 欠席

18 宮崎　南美 田　方 大仁ジュニア 小６ ベース

19 横井　愛菜 田　方 大仁ジュニア 小６ ベース

20 菅谷　柚乃 富　士 富士ジュニア 小５ ベース 欠席

21 奥村　果子 田　方 函南東中 中１ ベース 〇

22 大村麻里也 田　方 長岡中 中１ ベース 〇

23 大村　真由 田　方 函南中 中１ ベース

24 高村　和花 田　方 韮山ジュニア 小５ ベース

25 山口　紅葉 田　方 大仁ジュニア 小６ ベース

26 高岡　紗良 賀　茂 河津中 中１ ネット

27 望月 麻絢 富　士 富士南中 中１ ネット 〇

28 渡邉　果歩 富士宮 富士根南中 中１ ネット

29 三田真優花 沼　津 原ｼﾞｭﾆｱ 小６ ネット 〇

30 阿部　穂花 沼　津 原ｼﾞｭﾆｱ 小６ ネット 〇

31 角谷　佑彩 富士宮 富士宮少年団 小６ ネット 〇

32 佐野　結渚 富　士 富士ジュニア 小５ ネット

33 内田　弥玖 田　方 大仁ジュニア 小６ ネット

１４人Step2推薦選手数

4

②　Step1-2参加者（女子）


