
号 日付 名前 歳 住所･ﾁｰﾑ名 本数 号 日付 名前 歳 住所･ﾁｰﾑ名 本数

1号 1日 稲田 陽一 様 （高2）17歳 県立大学付属高校 41号 11日 土岐 雄人 様 （小6）12歳 加古川市

2号 1日 吉田 慎吾 様 34歳 みのる産業野球部 1本 42号 12日 吉田 慎吾 様 35歳 みのる産業野球部 6本

3号 1日 金坂 尚斗 様 (大3）21歳 関大野球部 43号 12日 吉田 慎吾 様 35歳 みのる産業野球部 7本

4号 1日 中山 和也 様 （高1）1６歳 岡山操山高校 44号 13日 播本 智宏 様 39歳 備前市

5号 1日 小林 将大 様 （中3）１5歳 龍野ボーイズ 1本 45号 13日 空 義隆 様 39歳 神戸市

6号 1日 小林 将大 様 （中3）１5歳 龍野ボーイズ 2本 46号 13日 有政 元貴 様 （中3）１5歳 有年中 2本

7号 1日 鈴木 優人 様 （小5）11歳 越生ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞｽ 47号 15日 吉田 慎吾 様 35歳 みのる産業野球部 8本

8号 1日 所 修平 様 21歳 東京都 48号 16日 家根 慶伍 様 （中3）１5歳 西中野球部OB 1本

9号 1日 源常 航 様 19歳 赤高野球部OB 49号 16日 藤尾 翼 様 21歳 JBSコーチ

10号 2日 松下 尚樹 様 （中2）１3歳 大綱中学校 50号 17日 松本 剣信 様 （中2）１4歳 和気中学校

11号 2日 渋谷 明弘 様 19歳 瀬戸内市 51号 17日 吉田 慎吾 様 35歳 みのる産業野球部 9本

12号 2日 植田 琳太 様 （中1）１3歳 龍野ボーイズ 1本 52号 18日 清水 千風 様 （高1）1６歳 東洋大姫路 1本

13号 2日 植田 琳太 様 （中1）１3歳 龍野ボーイズ 2本 53号 18日 清水 千風 様 （高1）1６歳 東洋大姫路 2本

14号 2日 高岡 翼 様 （高3）18歳 上郡高校 54号 19日 杉本 光希 様 （中3）１5歳 上郡中学校野球部

15号 2日 吉田 慎吾 様 34歳 みのる産業野球部 2本 55号 19日 籠谷 裕将 様 21歳 大和

16号 2日 吉田 慎吾 様 34歳 みのる産業野球部 3本 56号 21日 吉田 慎吾 様 35歳 みのる産業野球部 10本

17号 3日 神吉 裕真 様 （中1）１3歳 龍野ボーイズ １ 本 57号 22日 大森 将輝 様 （中2）１4歳 龍野ボーイズ

18号 3日 船津 公平 様 （中1）１3歳 龍野ボーイズ 58号 23日 岡野 雄介 (大3）21歳 関西福祉大野球部

19号 3日 神吉 裕真 様 （中1）１3歳 龍野ボーイズ 2本 59号 24日 橋本 明成 様 (大3）21歳 福井県立大野球部

20号 3日 中谷 雄介 様 20歳 赤穂市 60号 24日 家根 慶伍 様 （中3）１5歳 西中野球部OB 2本
21号 3日 久野 泰寛 様 25歳 赤穂市 61号 24日 家根 慶伍 様 （中3）１5歳 西中野球部OB 3本
22号 3日 内宮 健太 様 （高2）17歳 和気町 62号 25日 丸尾 弘人 様 44歳 上郡町

23号 3日 松本 昴真 様 （中2）１3歳 赤穂東中学校 63号 26日 樋口 浩司 様 39歳 尼崎市

24号 3日 清水 晶斗 様 （中1）１3歳 堺市 1本 64号 26日 中村 栄克 様 （中3）１5歳 長船中野球部

25号 3日 清水 晶斗 様 （中1）１3歳 堺市 2本 65号 26日 竹内 大輔 様 （小5）11歳 塩屋少年野球団

26号 4日 八重樫 裕太 様 27歳 大阪市 66号 27日 玉田 航貴 様 （中2）１4歳 相生市

27号 4日 笠木 悠翔 様 （小5）11歳 坂越野球少年団 1本 67号 28日 先間 俊裕 様 (大4)22歳 関西福祉大野球部OB

28号 4日 笠木 悠翔 様 （小5）11歳 坂越野球少年団 2本 68号 31日 徳尾 潤 様 26歳 グランツ

29号 4日 兼森 瞬 様 21歳 関西福祉大ソフトボール 69号
30号 4日 正木 智也 様 20歳 赤穂市 70号
31号 5日 阿部 正哉 様 （小4）10歳 御崎野球少年団 １ 本 71号
32号 5日 水谷 優太 様 (大1）19歳 関西福祉大野球部 72号
33号 5日 阿部 正哉 様 （小4）10歳 御崎野球少年団 2本 73号
34号 5日 岡上 真士 様 23歳 上郡町 74号
35号 5日 本井 勇伍 様 （中2）１4歳 上郡中学校野球部 75号
36号 5日 清水 雄飛 様 （中2）１4歳 上郡中学校野球部 76号
37号 5日 吉田 慎吾 様 34歳 みのる産業野球部 4本 77号
38号 6日 有政 元貴 様 （中3）１5歳 有年中 1本 78号
39号 7日 吉田 慎吾 様 34歳 みのる産業野球部 5本 79号
40号 9日 中村 憂生 様 （中1）１3歳 赤穂西中学校野球部 80号
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195号

925号 1日 山内 勇人 様 （小3）9歳 赤穂西野球少年団 930号 12日 水谷 優太 様 (大1）19歳 関西福祉大野球部

926号 1日 源常 航 様 19歳 赤高野球部OB 931号 12日 土井 倫太郎 様 (大1）19歳 関西福祉大野球部

927号 1日 源常 航 様 19歳 赤高野球部OB 932号 24日 橋本 明成 様 (大3）21歳 福井県立大野球部

928号 3日 久田 航 様 20歳 赤高野球部OB 933号 31日 源常 航 様 19歳 赤高野球部OB

929号 10日 小山 正太 様 （中3）15歳 西中野球部OB 934号
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