
主な野球進学先 （順不同）

愛知県
愛知高校 名古屋市千種区光が丘

愛工大名電高校 名古屋市千種区若水

市邨学園高校 名古屋市千種区北千種

中京大中京高校 名古屋市昭和区川名山町

東邦高校 名古屋市名東区平和が丘

至学館高校 名古屋市東区大幸南

享栄高校 名古屋市瑞穂区汐路町

愛産大工業高校 名古屋市中区橘

名城大附属高校 名古屋市中村区新富町

同朋高校 名古屋市中村区稲葉地

大同大大同高校 名古屋市南区大同町

豊田大谷高校 豊田市保見町南山

豊田西高校 豊田市小坂町

栄徳高校 長久手市岩作

中部大第一高校 日進市三本木町細廻間

中部大春日丘高校 春日井市松本町

星城高校 豊明市栄町

大府高校 大府市月見

愛知黎明高校 （旧:弥富） 弥富市稲吉

誉高校 小牧市大字本庄字郷浦

杜若高校 豊田市平戸橋町

 県外

東海大菅生高校 東京都あきる野市菅生

八王子高校 東京都八王子市

東海大相模高校 神奈川県相模原市南区

桐蔭学園高校 神奈川県横浜市

東海大甲府高校 山梨県甲府市金竹町

日本航空高校　山梨 山梨県甲斐市宇津谷

浦和学院高校 埼玉県さいたま市緑区

松本国際高校 長野県松本市村井町 　（旧：創造学園高校）

静清高校 静岡県藤枝市潮

東山クラブ  



県外（続き）

常葉大附属橘高校 静岡県静岡市葵区

麗澤瑞浪高校 岐阜県瑞浪市稲津町

中京学院大中京高校 岐阜県瑞浪市土岐町

県立岐阜城北高校 岐阜県岐阜市三田洞

日本航空高校　石川 石川県輪島市三井町洲衛

県立菰野高校 三重県三重郡菰野町福対

三重高校 三重県松阪市久保町

滋賀学園高校 滋賀県東近江市建部北町

彦根総合高校 滋賀県彦根市芹川町

京都外大西高校 京都市右京区山ノ内苗町

京都国際高校 京都府京都市東山区今熊野

敦賀気比高校 福井県敦賀市沓見

報徳学園高校 兵庫県西宮市上大市

関西高校 岡山県岡山市西崎本町

明徳義塾高校 高知県須崎市浦の内下中山

香川西高校 香川県三豊市高瀬町下勝間

鳥取城北高校 鳥取県鳥取市西品治

石見智翠館高校 島根県江津市渡津町

柳井学園高校 山口県柳井市古開作瀬戸側

聖隷クリストファー高校 静岡県浜松市北区三方原町

磐田東高校 静岡県磐田市見付

延岡学園高校 宮崎県延岡市大峡町

帝京第三高校 山梨県北杜市小淵沢町

三田松聖高校 兵庫県三田市四ツ辻

山梨学院高校 山梨県甲府市酒折

浜松修学舎高校 静岡県浜松市中区向宿

神村学園高等部　伊賀 三重県伊賀市北山

北海学園札幌高校 北海道札幌市豊平区

智辯学園高校 奈良県五條市野原中

聖光学院高校 横浜市中区滝之上

日大三島高校 静岡県三島市文教町

常葉大学附属菊川高校 静岡県菊川市半済



※ 進路は本人の希望に基づいて、県内 or 県外の高校に進んでいます

２０２１年度卒

主将 今岡　桜埜 彦根総合高校 （滋賀県）

赤木　孜至　 北海学園札幌高校 （北海道）

伊藤　獅琉 中京大中京高校

伊藤　世羅　 東邦高校

井上　蒼志 中京大中京高校

上倉　直希 享栄高校

植村　颯士 日本航空高校山梨 （山梨県）

加藤　詢基 栄徳高校

加藤　大和 常葉橘大付属橘高校 （静岡県）

加藤　久豊 日本航空高校石川 （石川県）  

香川　奏 石見智翠館高校 （島根県）

木原　聡一朗 栄徳高校

堅持　翔太　 磐田東高校 （静岡県）

小松　伯　 星城高校

鈴木　礼生 愛工大名電高校

田島　隼　 中部大第一高校

田中　来青 市邨学園高校

谷本　大祐 中京大中京高校

早川　勇人 日本航空高校石川 （石川県）  

宮岡　正宗 中部大第一高校

森下　知義 東邦高校



２０２０年度卒

主将 田口  敦登  享栄高校

浅田　灯彌  愛工大名電高校

阿部　颯大 中部大第一高校

天野　脩馬 市邨学園高校

飯田　仁愛 中部大第一高校

池田　朝陽 名城大附属高校

伊藤　悠拳 杜若高校

今浦　虎太郎 星城高校

荻須　晶斗 愛産大工業高校 

勝田　新一朗 彦根総合高校　（滋賀県）

金澤　伸吾 至学館高校

金森　洸喜 愛工大名電高校

呉林　周泳 愛産大工業高校 

佐々木　悠貴 愛産大工業高校 

神野　伶王 中京大中京高校

高橋　凛 常葉大附属橘高校　（静岡県）

土屋　亮太 中部大春日丘高校

濱口　拓也 愛知黎明高校

泥谷　優 石見智翠館高校　（島根県）

廣瀬　信一朗 石見智翠館高校　（島根県）

松崎　想太 中部大第一高校

宮田　典星 浦和学院高校 　（埼玉県）

向園　夢大 愛知黎明高校

武藤　龍希 愛産大工業高校 

安田　侃矢 三重高校　（三重県）

山北　一颯 東邦高校

山崎　漣太郎 名古屋国際高校

山下　真太郎 愛産大工業高校 



２０１９年度卒

主将 伊藤  基佑  愛工大名電高校

池内　匠生 日本航空高校石川（石川県）

泉　 　光流 鳥取城北高校（鳥取県）

市野　智己 中部大春日丘高校

稲垣　景大 山梨学院高校（山梨県）

稲嶺　秀斗 愛産大工業高校

イヒネ イツア 誉高校

上野　天道 中部大第一高校

大河内　翔 松本国際高校 （長野県）

太田　晃輔 中京大中京高校

大西　智貴 日本航空高校山梨（山梨県）

加藤　綾真 市邨学園高校

桑原　涼 至学館高校

櫻井　洸太 磐田東高校（静岡県）

島田　玄次郎 中京大中京高校

庄司　達瑛 麗澤瑞浪高校（岐阜県）

舘原　聖弥 愛産大工業高校 

恒川　将一 磐田東高校（静岡県）

内藤　鵬 日本航空高校石川（石川県）

中川　楓馬 星城高校

永田　獅磨 中部大春日丘高校

野上　晃弘 日本福祉大附属高校

波多野 康介 愛知高校

原　　 幹太 星城高校

泥谷　晃太郎 石見智翠館高校（島根県）

日比　脩斗 中京大中京高校

藤田　陽光 浜松修学舎高校（静岡県）

古川　秀将 山梨学院高校（山梨県）

水野　優月 京都国際高校 （京都府）

鰐部　樟一郎 神村学園高等部伊賀（三重県）



２０１８年度卒

主将 西川  鷹晴  中京大中京高校（愛知県）

浅野  海人  市邨学園高校（愛知県）

大西  健介  帝京第三高校（山梨県）

貝谷  優樹 三田松聖高校（兵庫県）

加藤  鼓 中部大春日丘高校（愛知県）

金谷  聖雅  磐田東高校（静岡県）

菊田  翔友  享栄高校（愛知県）

倉知  優成  中部大春日丘高校（愛知県）

佐藤  琉成 柳井学園高校（山口県）

柴田  青   中京大中京高校（愛知県）

柴田  晃大 石見智翠館高校（島根県）

高柳  蒼    栄徳高校（愛知県）

竹内  健翔  中京大中京高校（愛知県）

中嶋　龍之介  麗澤瑞浪高校（岐阜県）

早川  海人  柳井学園高校（山口県）

肥田  雄策  聖隷クリストファー高校（静岡県）

星野  太咲  中部大春日丘高校（愛知県）

堀     匠翔  石見智翠館高校（島根県）

前田  祥通 中京大中京高校（愛知県）

正村  柊惟  栄徳高校（愛知県）

丸山  蓮太  名古屋国際高校（愛知県）

宮島  英輔  帝京第三高校（山梨県）

村上  琢磨  延岡学園高校（宮崎県）

森田  大喜  中京学院大中京（岐阜県）

山本  夢翔  市邨学園高校（愛知県）



２０１７年度卒

主将 小椋 正        東海大相模高校 （神奈川県）

伊藤 和平 浦和学院高校 （埼玉県）

井浪 幸来 日本航空山梨 （山梨県）

大江 真聡 愛産大工業高校 （愛知県）

小川 生馬 名城大附属高校 （愛知県）

笠川 洋介 東海大相模高校 （神奈川県）

鎌田 大起 享栄高校 （愛知県）

児玉 凌太 鳥取城北高校 （鳥取県）

佐藤 蓮 愛産大工業高校 （愛知県）

下田 稜弥 八王子高校 （東京都）

杉浦 悠斗 松本国際高校 （長野県）

鷹見 南斗 柳井学園高校 （山口県）

田中 駆 関西高校 （岡山県）

増田 柊一 桐蔭学園 （神奈川県）

増田 雄仁 至学館高校 （愛知県）

松島 元希 中京大中京高校 （愛知県）

溝口 開人 石見智翠館高校 （島根県）

南　　瞭 麗澤瑞浪高校 （岐阜県)

山本 倖大 鳥取城北高校 （鳥取県）

吉田 凪馬 麗澤瑞浪高校 （岐阜県)



２０１６年度卒

主将 三島 有貴        享栄高校 （愛知県）

浅井 大翔 愛知高校（愛知県）

伊藤 真輝  京都国際高校 （京都府）

岩田 映紀 浦和学院高校 （埼玉県）

小谷 大士 東海大甲府高校 （山梨県）

柿田 仁暉 愛産大工業高校 （愛知県）

加藤 和真 名古屋国際高校 （愛知県）

川口 航弥 東海大甲府高校 （山梨県）

桑原 大輔 愛産大工業高校 （愛知県）

小林 万城 麗澤瑞浪高校 （岐阜県)

小林 遼平 至学館高校 （愛知県）

斉本 拓弥 至学館高校 （愛知県）

重久 諒 浦和学院高校 （埼玉県）

高橋 徳馬 市邨学園高校 （愛知県）

武田 晟弥 麗澤瑞浪高校 （岐阜県)

徳弘 渉 浦和学院高校 （埼玉県）

前田 悠斗 名城高校 （愛知県）

西川 義将 関西高校 （岡山県）

森井 亮太 関西高校 （岡山県）

三島 安貴 享栄高校 （愛知県）

水戸部 龍也 浦和学院高校 （埼玉県）

山田 淳稀 麗澤瑞浪高校 （岐阜県)

山本 陸 栄徳高校 （愛知県）

山本 陽斗 石見智翠館高校 （島根県）

由里 拓海 静清高校 （静岡県）

吉丸 大地 愛産大工業高校 （愛知県）

渡辺 圭亮 愛知高校 （愛知県）



２０１５年度卒

主将 星野 太河 桐蔭学園（神奈川県）

伊藤 幸輔 市工芸（愛知県）

伊藤 蓮 愛産大工業（愛知県）

今枝 大和 名城高校（愛知県）

加納 龍志 享栄高校（愛知県）

木俣 綾介 中京高校（岐阜県）

白石 大智 東海大相模（神奈川県）

高橋 一成 名古屋国際（愛知県）

辻丸 弘樹 浦和学院 （埼玉県）

藤田 陸渡 中京高校 （岐阜県）

藤川 健斗 京都国際 （京都府）

堀尾 悠太 三重高校 （三重県）

森 琢都 敦賀気比 （福井県）

守屋 多朗汰 石見智翠館（島根県）

八釼 裕也 創造学園（長野県）

安田 健伸 中京高校 （岐阜県）

山崎 力也 愛知黎明 （愛知県）

山下 悠太 京都国際 （京都府）

山田 恭輔 享栄高校 （愛知県）

山本 泰正 東邦高校 （愛知県）

脇野 元 石見智翠館 （島根県）



主将 梶川恭隆 旭丘高校（愛知県）

青山倖大 敦賀気比高校（福井県）

安藤輝海 京都国際高校（京都府）

板倉三太 石見智翠館（元江の川島根県）

稲葉虎大 関西高校（岡山県）

上田康太 京都国際高校（京都府）

大井俊樹 豊川高校（愛知県）

梶 統惟 京都国際高校（京都府）

梶田涼介 麗澤瑞浪高校（岐阜県）

蟹江滉太 中京大中京（愛知県）

川口龍一 至学館高校（愛知県）

北原耕介 至学館高校（愛知県）

桑原佑季 日本航空山梨（山梨県）

黒田竜世 市邨学園高校（愛知県）

児玉修太 京都国際高校（京都府）

小林壮太朗 日本航空山梨（山梨県）

佐溝克紀 関西高校（岡山県）

澤木貫太 豊川高校（愛知県）

田中宏樹 中部第一高校（愛知県）

土井晟生 東海大菅生高校（東京都）

中川英和 京都国際高校（京都府）

西 英輝 名城高校（愛知県）

野々村諒太 京都国際高校（京都府）

長谷川翔紀 麗澤瑞浪高校（岐阜県）

平林寿希也 中部第一高校（愛知県）

二村勘太 関西高校（岡山県）

古江資輝 大成高校（愛知県）

牧野竜也 日本航空石川（石川県）

山本 暁 春日丘高校（愛知県）

山本 慧 栄徳高校（愛知県）

由里和也 中京高校（岐阜県）

吉田悠真 敦賀気比高校（福井県）

脇田将伍 至学館高校（愛知県）

２０１４年度卒



主将 鳥羽 敬太 愛工大名電（愛知県)

泉 勇太朗 石見智翠館（元江の川/島根県)

伊藤 風我 市邨学園高校（愛知県)

岩淵 公暉 愛工大名電（愛知県)

鵜飼 知哉 日本航空石川（石川県)

江藤 彪流 麗澤瑞浪高校（岐阜県)

大箸 誠人 日本航空山梨（山梨県)

川村 知裕 享栄高校（愛知県)

倉橋 宗志 東海大甲府（山梨県)

黒川  奨 滋賀学園（滋賀県)

杉本 拓斗 京都国際高校（京都府)

竹田 篤史 敦賀気比高校（福井県)

丹下 太一 至学館高校（愛知県)

野崎 幸希 京都国際高校（京都府)

原田 渉 敦賀気比高校（福井県)

平本 敦己 愛工大名電（愛知県)

松山 弘季 愛工大名電（愛知県)

宮尾 隼斗 市邨学園高校（愛知県)

山中 一輝 誉高校（愛知県)

２０１３年度卒



主将 石塚　匠 日本航空石川（石川県）

石川　武聖 日本航空山梨（山梨県）

遠藤　伸二 豊田大谷高校

小川　太志 東海大甲府（山梨県）

加藤　力也 東海大甲府（山梨県）

神村　祐登 享栄高校

梶　　晴登 香川西高校（香川県）

川地　星太朗 東海大相模（神奈川県）

小林　隼 市邨学園高校

佐藤　嶺 愛工大名電

鈴浦　将人 弥富高校

田中　佑樹 市邨学園

中瀬　由 日本航空石川（石川県）

服部　勇太 誉高校

林　勇之介 菰野高校（三重県）

坂東　佳祐 東海大甲府（山梨県）

藤井　勇輔 市邨学園

細野　健太 誉高校

堀切　慎悟 東海大甲府（山梨県）

松野　真之 滋賀学園（滋賀県）

宮地　恭平 東海大相模（神奈川県）

山下　豊司 愛産大工業高校

２０１２年度卒



主将 田中　智之 関西高校(岡山県)

青島　凌也 東海大相模(神奈川県)

伊藤　魁 静清高校 (静岡県)

伊藤　祥弥 石見智翠館高校 (島根県)旧江の川高校

岡村　雄祐 中部第一高校(愛知県)

奥村　怜央 関西高校 (岡山県)

川口　裕也 愛工大名電 (愛知県)

川西　佑太 名古屋国際高校 (愛知県)

木村　俊貴 春日丘高校 (愛知県)

黒川　駿 春日丘高校 (愛知県)

近藤　亮介 愛工大名電 (愛知県)

白石　幸大 愛工大名電 (愛知県)

菅野　史登 香川西高校(香川県)

高籐　崚 愛知高校 (愛知県)

竹田　健人 中部第一高校 (愛知県)

田中　翔 名古屋国際高校 (愛知県)

田中　雅之 関西高校 (岡山県)

中山　唯斗 香川西高校 (香川県)

南谷　勇輝 東海大相模 (神奈川県)

西垣　諒 名城高校 (愛知県)

服部　翔太 名城高校 (愛知県)

原田　崇 報徳学園 (兵庫県)

林　亮佑 東海大相模 (神奈川県)

彦坂　光祐 菰野高校 (三重県)

緑川　皓太 関西高校 (岡山県)

山田　陽向 香川西高校(香川県)

２０１１年度卒



主将 渡辺　典利 中京大中京高校 （愛知県）

遠田　幸輝 愛工大名電高校 （愛知県）

萩原　幹斗 報徳学園 (兵庫県)

兼松　亮典 栄徳高校（愛知県）

中田　貴大 愛工大名電高校 （愛知県）

村上　晋哉 享栄高校 （愛知県）

佐藤　高彰 春日丘高校 (愛知県)

瀬古　藤伍 天理高校（奈良県）

安田　元就 名古屋国際高校（愛知県）

稲田　貴将 静清高校（静岡県）

寄川　力斗 中部第一高校 (愛知県)

山本　辰吾 栄徳高校（愛知県）

柴田　真吾 東邦高校（愛知県）

船戸　駿 愛知高校（愛知県）

加藤　清一 名城高校（愛知県）

高浪　尋斗 栄徳高校（愛知県）

恒川　翔太 栄徳高校（愛知県）

堀田　将椰 名古屋国際高校（愛知県）

古山　大地 星城高校（愛知県）

竹田　圭佑 同朋高校（愛知県）

庭瀬　光男 名古屋市工芸高校（愛知県）

２０１０年度卒



主将 村手　優介 菰野高校 （三重県）

伊藤　一樹 中京大中京高校 （愛知県）

大池　翼 豊田西 （愛知県）

大矢　将之 中京高校（岐阜県）

加賀　雄介 香川西高校 （香川県）

川田　高弘 同朋高校 （愛知県）

小池　佑弥 東海大菅生高校 （東京都）

佐藤　大将 愛工大名電高校 （愛知県）

下里　幸暉 香川西高校 （香川県）

永田　稔将 同朋高校 （愛知県）

中野　真平 大同高校 （愛知県）

中川　聖悟 中京高校（岐阜県）

西本　豊 愛産大工業高校 （愛知県）

松岡　大介 愛工大名電高校 （愛知県）

三島　雄太 菰野高校 （三重県）

水野　将 中京高校（岐阜県）

宮川　拓也 愛産大工業高校 （愛知県）

峯　健太 享栄高校 （愛知県）

湯本　将輝 中京高校（岐阜県）

横井　大知 香川西高校 （香川県）

主将 稲田 将秀 中京大中京高校 （愛知県）

岩田 康平 香川西高校 （香川県）

上野 国昭 中京大中京高校 （愛知県）

大国 尚太 星城高校 （愛知県）

奥村 祐生 愛知高校 （愛知県）

金澤 貴大 東邦高校 （愛知県）

倉谷 雄大 関西高校 （岡山県）

坂本 晃啓 愛知高校 （愛知県）

谷 恭兵 報徳学園 （兵庫県）

西田 勇人 菰野高校 （三重県）

藤井 良介 京都外大西高校 （京都府）

藤田 智之 東邦高校 （愛知県）

丹羽 将大 大同高校 （愛知県）

三林 将大 栄徳高校（愛知県）

八木 和貴 江の川高校 （島根県）

２００９年度卒

２００８年度卒



主将 柴田 篤人 愛工大名電高校 （愛知県）

池谷　仁 静清高校 （静岡県）

加藤 紘史 至学館高校 （愛知県）

小西 佑弥 弥富高校 （愛知県）

近藤 勇貴 東海大菅生高校 （東京都）

仙波 顕二 大府高校 （愛知県）

高浪 聖士 城北高校 （岐阜県）

永坂 健吾 香川西高校 （香川県）

中田 将成 関西高校 （岡山県）

中村 大介 香川西高校 （香川県）

坂野 辰吉 弥富高校 （愛知県）

主将 緑川 大陸 関西高校 （岡山県）

岩渕 雄太 城北高校 （岐阜県）

梅澤 駿人 関西高校 （岡山県）

榊原 伊織 弥富高校 （愛知県）

佐々木 健登 城北高校 （岐阜県）

田中 宗稀 中部第一高校 （愛知県）

寺嶋 宗哉 関西高校 （岡山県）

英　卓矢 星城高校 （愛知県）

坂野 貴哉 静清高校 （静岡県）

藤井 亮輔 弥富高校 （愛知県）

藤原 直志 報徳学園 （兵庫県）

籾山 雄斗 報徳学園 （兵庫県）

 

主将 森野 雄貴 愛工大名電高校 （愛知県）

新井 達也 静清高校 （静岡県）

梅原 達哉 中京大中京高校 （愛知県）

池戸　貫 春日丘高校 （愛知県）

田中 友博 享栄高校 （愛知県）

出崎 健人 享栄高校 （愛知県）

山下 裕之 星城高校 （愛知県）

吉田 周平 春日丘高校 （愛知県）

２００７年度卒

２００６年度卒

２００５年度卒


