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# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 ウェディシンハ, ジュン (E) 立命館大学 19
2 安, 雅人 (E) 早稲田大学 1
3 安齋, 一豪 (E) 法政大学第二高等学校 69
4 伊東, 歩 (E) 日本大学 16
5 伊藤, 海之亮 (E) 宇都宮FC 31
6 伊藤, 貴斗 (E) 大垣南高等学校 81
7 伊藤, 颯馬 (E) 秋田北鷹高等学校 127
8 井上, 貴斗 (E) 津東高等学校 138
9 井上, 桂太 (E) 関西大学 200
10 井上, 誉聡 (E) 愛工大名電高等学校 17
11 宇都木, 勇輝 (E) 緑岡高等学校 200
12 永原, 正大 (E) 水橋高等学校 80
13 沖本, 竜輝 (E) 岩国工業高等学校 87
14 音丸, 大樹 (E) 岩国工業高等学校 113
15 加藤, 雅望 (E) 愛工大名電高等学校 28
16 加藤, 巨樹 (E) 水橋高等学校 78
17 関原, 麗允 (E) 沼田高等学校 51
18 関本, 一真 (E) 開新高等学校 200
19 丸山, 晴太郎 (E) 青山学院大学 75
20 岩崎, 友哉 (E) 甲陵高等学校 200
21 菊池, 正太郎 (E) 岩国工業高等学校 9
22 菊池, 隆太 (E) 田名部高等学校 200
23 吉川, 颯太 (E) 東海大静岡翔洋高等学校 200
24 吉田, 樹 (E) 学習院大学木曜会 166
25 宮川, 恒 (E) 龍谷大平安高等学校 200
26 牛草, 倫太朗 (E) 立教新座高等学校 32
27 近藤, 勇大 (E) 東京学館新潟高等学校 200
28 金田, 和樹 (E) 東京農業大学 25
29 金髙, 大乘 (E) 高松北高等学校 5
30 栗田, 藍央 (E) 専修大学 48
31 迎, 捷真 (E) 国府台高等学校 200
32 結城, 右京 (E) 山形東高等学校 200
33 古橋, 諒樹 (E) 愛工大名電高等学校 52
34 古俣, 聖 (E) 中央大学 4
35 戸井, 和希 (E) 福井県 72
36 戸巻, 政哉 (E) 鹿児島高等学校 200
37 戸来, 航輝 (E) 北上翔南高等学校 200
38 御手洗, 拓真 (E) 大分豊府高等学校 150
39 甲斐, 智貴 (E) 宮崎南高等学校 200
40 荒金, 泰成 (E) 大分豊府高等学校 200
41 高崎, 響也 (E) 近畿大学 153
42 佐々木, 功喜 (E) 日本大学 36
43 佐々木, 優斗 (E) 仙台第二高等学校 163
44 佐々木, 優吏 (E) 翔陽高等学校 200
45 佐多, 駿希 (E) 東京農業大学 59
46 佐藤, 武揚 (E) 秋田北鷹高等学校 200
47 砂取, 恋 (E) 箕島高等学校 200
48 坂藤, 秀昌 (E) 三田FC 41
49 三浦, 基輝 (E) 秋田北鷹高等学校 167
50 山上, 亮太 (E) 金沢伏見高等学校 200
51 宿院, 徳真 (E) 乙訓高等学校 200
52 小栗, 理基 (E) 埼玉栄高等学校 64
53 小倉, 大樹 (E) 朝日大学 38
54 小林, 大翔 (E) 湘南高等学校 200
55 小林, 勇気 (E) 朝日大学 200
56 松浦, 開道 (E) 智学館中等教育学校 200
57 松浦, 碧也 (E) 日本体育大学 20
58 松岡, 遼太郎 (E) 津東高等学校 200
59 松本, 龍 (E) プラチナFT 14
60 上出, 日向 (E) 板橋FC 109
61 上村, 一貴 (E) 専修大学 57
62 神宮司, 真矢 (E) 鹿児島南高等学校 200
63 水口, 潮音 (E) 大野農業高等学校 200
64 杉山, 颯季 (E) 羽島北高等学校 82
65 杉本, 磨哉 (E) 高松北高等学校 44
66 正永, 龍一郎 (E) 京都大学 107
67 清水, 雄大 (E) 慶應義塾大学 22
68 西本, 光希 (E) 朝日大学 39



# Name Clubs Country Rank Birthdate
69 石井, 一希 (E) 中央大学 6
70 仙葉, 遼輔 (E) 秋田南高等学校 58
71 川端, 真綸 (E) 沼田高等学校 200
72 川﨑, 陸 (E) 尚絅学院高等学校 200
73 浅海, 正哉 (E) 法政大学第二高等学校 56
74 浅海, 聖哉 (E) 埼玉エスクリム 12
75 増田, 陽人 (E) 岡山大安寺中等教育学校 7
76 村山, 健太郎 (E) 法政大学 2
77 太田, 航輔 (E) 和歌山東高等学校 200
78 大城, 実澄 (E) 山梨クラブ 200
79 大西, ひかる (E) 米沢興譲館高等学校 77
80 大谷, 謙介 (E) アプルス 18
81 大津, 陽平 (E) 川俣高等学校 49
82 大﨑, 練介 (E) 慶應義塾高等学校 21
83 沢村, 拓哉 (E) 法政大学 10
84 池田, 優作 (E) 三本松高等学校 43
85 中村, 哲也 (E) 明治大学 29
86 中島, 恒 (E) 慶應義塾高等学校 15
87 中島, 直輝 (E) 高崎商大附属高等学校 200
88 田尻, 航大 (E) 三本松高等学校 3
89 田村, 純也 (E) 慶應義塾大学 34
90 渡辺, 晋吾 (E) 拓殖大学 200
91 藤井, 凌大 (E) 秋田北鷹高等学校 27
92 藤浪, 竜馬 (E) 田方農業高等学校 200
93 内山, 太智 (E) 東京学館新潟高等学校 200
94 二ノ宮, 浩輔 (E) 同志社大学 8
95 日下, 航大 (E) 札幌光星高等学校 200
96 入谷, 和輝 (E) 三本松高等学校 50
97 柏崎, 瑞仁 (E) 田名部高等学校 200
98 挽地, 崇太 (E) 緑岡高等学校 111
99 武井, 倖也 (E) 日本大学 30
100 武井, 琉晟 (E) 栃木商業高等学校 13
101 服部, 健人 (E) 佐賀商業高等学校 98
102 服部, 佑紀 (E) 龍谷富山高等学校 35
103 平松, 良規 (E) 高知南高等学校 200
104 米山, 真於 (E) 青山学院大学 160
105 望月, 竜馬 (E) 朝日大学 112
106 堀川, 湧太 (E) 清風高等学校 200
107 堀内, 信吾 (E) 奈良クラブ 26
108 麻生川, 昌平 (E) 関西学院大学 45
109 毛利, 凌乙 (E) 羽島北高等学校 11
110 木村, 航太 (E) 國學院大學 200
111 木内, 寛哉 (E) 検見川高等学校 76
112 木澤, 聡志 (E) 金沢西高等学校 200
113 野原, 圭介 (E) 立正大学 200
114 和田, 尚樹 (E) 横浜国立大学 134
115 杠, 星哉 (E) 佐賀商業高等学校 42
116 澁谷, 和典 (E) 清風高等学校 200
117 濱中, 雅也 (E) 岡山大安寺中等教育学校 67
118 濵根, 尚和 (E) 朝日大学 126
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Seed Name Club Country Rank Notes
1 安, 雅人 (E) 早稲田大学 1 Exempt from this round
2 村山, 健太郎 (E) 法政大学 2 Exempt from this round
3 田尻, 航大 (E) 三本松高等学校 3 Exempt from this round
4 古俣, 聖 (E) 中央大学 4 Exempt from this round
5 金髙, 大乘 (E) 高松北高等学校 5 Exempt from this round
6 石井, 一希 (E) 中央大学 6 Exempt from this round
7 増田, 陽人 (E) 岡山大安寺中等教育学校 7 Exempt from this round
8 二ノ宮, 浩輔 (E) 同志社大学 8 Exempt from this round
9 菊池, 正太郎 (E) 岩国工業高等学校 9
10 沢村, 拓哉 (E) 法政大学 10
11 毛利, 凌乙 (E) 羽島北高等学校 11
12 浅海, 聖哉 (E) 埼玉エスクリム 12
13 武井, 琉晟 (E) 栃木商業高等学校 13
14 松本, 龍 (E) プラチナFT 14
15 中島, 恒 (E) 慶應義塾高等学校 15
16 伊東, 歩 (E) 日本大学 16
17 井上, 誉聡 (E) 愛工大名電高等学校 17
18 大谷, 謙介 (E) アプルス 18
19 ウェディシンハ, ジュン (E) 立命館大学 19
20 松浦, 碧也 (E) 日本体育大学 20
21 大﨑, 練介 (E) 慶應義塾高等学校 21
22 清水, 雄大 (E) 慶應義塾大学 22
23 金田, 和樹 (E) 東京農業大学 25
24 堀内, 信吾 (E) 奈良クラブ 26
25 藤井, 凌大 (E) 秋田北鷹高等学校 27
26 加藤, 雅望 (E) 愛工大名電高等学校 28
27 中村, 哲也 (E) 明治大学 29
28 武井, 倖也 (E) 日本大学 30
29 伊藤, 海之亮 (E) 宇都宮FC 31
30 牛草, 倫太朗 (E) 立教新座高等学校 32
31 田村, 純也 (E) 慶應義塾大学 34
32 服部, 佑紀 (E) 龍谷富山高等学校 35
33 佐々木, 功喜 (E) 日本大学 36
34 小倉, 大樹 (E) 朝日大学 38
35 西本, 光希 (E) 朝日大学 39
36 坂藤, 秀昌 (E) 三田FC 41
37 杠, 星哉 (E) 佐賀商業高等学校 42
38 池田, 優作 (E) 三本松高等学校 43
39 杉本, 磨哉 (E) 高松北高等学校 44
40 麻生川, 昌平 (E) 関西学院大学 45
41 栗田, 藍央 (E) 専修大学 48
42 大津, 陽平 (E) 川俣高等学校 49
43 入谷, 和輝 (E) 三本松高等学校 50
44 関原, 麗允 (E) 沼田高等学校 51
45 古橋, 諒樹 (E) 愛工大名電高等学校 52
46 浅海, 正哉 (E) 法政大学第二高等学校 56
47 上村, 一貴 (E) 専修大学 57
48 仙葉, 遼輔 (E) 秋田南高等学校 58
49 佐多, 駿希 (E) 東京農業大学 59
50 小栗, 理基 (E) 埼玉栄高等学校 64
51 濱中, 雅也 (E) 岡山大安寺中等教育学校 67
52 安齋, 一豪 (E) 法政大学第二高等学校 69
53 戸井, 和希 (E) 福井県 72
54 丸山, 晴太郎 (E) 青山学院大学 75
55 木内, 寛哉 (E) 検見川高等学校 76
56 大西, ひかる (E) 米沢興譲館高等学校 77
57 加藤, 巨樹 (E) 水橋高等学校 78
58 永原, 正大 (E) 水橋高等学校 80
59 伊藤, 貴斗 (E) 大垣南高等学校 81
60 杉山, 颯季 (E) 羽島北高等学校 82
61 沖本, 竜輝 (E) 岩国工業高等学校 87
62 服部, 健人 (E) 佐賀商業高等学校 98
63 正永, 龍一郎 (E) 京都大学 107
64 上出, 日向 (E) 板橋FC 109
65 挽地, 崇太 (E) 緑岡高等学校 111
66 望月, 竜馬 (E) 朝日大学 112
67 音丸, 大樹 (E) 岩国工業高等学校 113
68 濵根, 尚和 (E) 朝日大学 126



Seed Name Club Country Rank Notes
69 伊藤, 颯馬 (E) 秋田北鷹高等学校 127
70 和田, 尚樹 (E) 横浜国立大学 134
71 井上, 貴斗 (E) 津東高等学校 138
72 御手洗, 拓真 (E) 大分豊府高等学校 150
73 高崎, 響也 (E) 近畿大学 153
74 米山, 真於 (E) 青山学院大学 160
75 佐々木, 優斗 (E) 仙台第二高等学校 163
76 吉田, 樹 (E) 学習院大学木曜会 166
77 三浦, 基輝 (E) 秋田北鷹高等学校 167
78 渡辺, 晋吾 (E) 拓殖大学 200
79 太田, 航輔 (E) 和歌山東高等学校 200
80 藤浪, 竜馬 (E) 田方農業高等学校 200
81 川端, 真綸 (E) 沼田高等学校 200
82 山上, 亮太 (E) 金沢伏見高等学校 200
83 吉川, 颯太 (E) 東海大静岡翔洋高等学校 200
84 中島, 直輝 (E) 高崎商大附属高等学校 200
85 大城, 実澄 (E) 山梨クラブ 200
86 岩崎, 友哉 (E) 甲陵高等学校 200
87 井上, 桂太 (E) 関西大学 200
88 荒金, 泰成 (E) 大分豊府高等学校 200
89 佐々木, 優吏 (E) 翔陽高等学校 200
90 松浦, 開道 (E) 智学館中等教育学校 200
91 宇都木, 勇輝 (E) 緑岡高等学校 200
92 松岡, 遼太郎 (E) 津東高等学校 200
93 迎, 捷真 (E) 国府台高等学校 200
94 水口, 潮音 (E) 大野農業高等学校 200
95 甲斐, 智貴 (E) 宮崎南高等学校 200
96 神宮司, 真矢 (E) 鹿児島南高等学校 200
97 木澤, 聡志 (E) 金沢西高等学校 200
98 佐藤, 武揚 (E) 秋田北鷹高等学校 200
99 戸巻, 政哉 (E) 鹿児島高等学校 200
100 菊池, 隆太 (E) 田名部高等学校 200
101 内山, 太智 (E) 東京学館新潟高等学校 200
102 関本, 一真 (E) 開新高等学校 200
103 柏崎, 瑞仁 (E) 田名部高等学校 200
104 堀川, 湧太 (E) 清風高等学校 200
105 小林, 大翔 (E) 湘南高等学校 200
106 近藤, 勇大 (E) 東京学館新潟高等学校 200
107 宮川, 恒 (E) 龍谷大平安高等学校 200
108 野原, 圭介 (E) 立正大学 200
109 木村, 航太 (E) 國學院大學 200
110 砂取, 恋 (E) 箕島高等学校 200
111 日下, 航大 (E) 札幌光星高等学校 200
112 小林, 勇気 (E) 朝日大学 200
113 結城, 右京 (E) 山形東高等学校 200
114 川﨑, 陸 (E) 尚絅学院高等学校 200
115 戸来, 航輝 (E) 北上翔南高等学校 200
116 澁谷, 和典 (E) 清風高等学校 200
117 宿院, 徳真 (E) 乙訓高等学校 200
118 平松, 良規 (E) 高知南高等学校 200
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Referee(s):

神宮司, 真矢 (E) 鹿児島南高等学校

戸井, 和希 (E) 福井県

木澤, 聡志 (E) 金沢西高等学校

菊池, 正太郎 (E) 岩国工業高等学校

安齋, 一豪 (E) 法政大学第二高等学校

Referee(s):

佐藤, 武揚 (E) 秋田北鷹高等学校

沢村, 拓哉 (E) 法政大学

丸山, 晴太郎 (E) 青山学院大学

濱中, 雅也 (E) 岡山大安寺中等教育学校

甲斐, 智貴 (E) 宮崎南高等学校

Referee(s):

戸巻, 政哉 (E) 鹿児島高等学校

毛利, 凌乙 (E) 羽島北高等学校

水口, 潮音 (E) 大野農業高等学校

小栗, 理基 (E) 埼玉栄高等学校

木内, 寛哉 (E) 検見川高等学校

Referee(s):

迎, 捷真 (E) 国府台高等学校

大西, ひかる (E) 米沢興譲館高等学校

浅海, 聖哉 (E) 埼玉エスクリム

菊池, 隆太 (E) 田名部高等学校

佐多, 駿希 (E) 東京農業大学



Referee(s):

松岡, 遼太郎 (E) 津東高等学校

内山, 太智 (E) 東京学館新潟高等学校

加藤, 巨樹 (E) 水橋高等学校

仙葉, 遼輔 (E) 秋田南高等学校

武井, 琉晟 (E) 栃木商業高等学校

Referee(s):

松本, 龍 (E) プラチナFT

永原, 正大 (E) 水橋高等学校

宇都木, 勇輝 (E) 緑岡高等学校

関本, 一真 (E) 開新高等学校

上村, 一貴 (E) 専修大学

Referee(s):

伊藤, 貴斗 (E) 大垣南高等学校

柏崎, 瑞仁 (E) 田名部高等学校

中島, 恒 (E) 慶應義塾高等学校

松浦, 開道 (E) 智学館中等教育学校

浅海, 正哉 (E) 法政大学第二高等学校

Referee(s):

杉山, 颯季 (E) 羽島北高等学校

堀川, 湧太 (E) 清風高等学校

佐々木, 優吏 (E) 翔陽高等学校

古橋, 諒樹 (E) 愛工大名電高等学校

伊東, 歩 (E) 日本大学



Referee(s):

関原, 麗允 (E) 沼田高等学校

荒金, 泰成 (E) 大分豊府高等学校

小林, 大翔 (E) 湘南高等学校

沖本, 竜輝 (E) 岩国工業高等学校

井上, 誉聡 (E) 愛工大名電高等学校

Referee(s):

井上, 桂太 (E) 関西大学

服部, 健人 (E) 佐賀商業高等学校

近藤, 勇大 (E) 東京学館新潟高等学校

入谷, 和輝 (E) 三本松高等学校

大谷, 謙介 (E) アプルス

Referee(s):

大津, 陽平 (E) 川俣高等学校

宮川, 恒 (E) 龍谷大平安高等学校

ウェディシンハ, ジュン (E) 立命館大学

正永, 龍一郎 (E) 京都大学

岩崎, 友哉 (E) 甲陵高等学校

Referee(s):

栗田, 藍央 (E) 専修大学

上出, 日向 (E) 板橋FC

大城, 実澄 (E) 山梨クラブ

松浦, 碧也 (E) 日本体育大学

野原, 圭介 (E) 立正大学



Referee(s):

大﨑, 練介 (E) 慶應義塾高等学校

中島, 直輝 (E) 高崎商大附属高等学校

麻生川, 昌平 (E) 関西学院大学

挽地, 崇太 (E) 緑岡高等学校

木村, 航太 (E) 國學院大學

Referee(s):

望月, 竜馬 (E) 朝日大学

吉川, 颯太 (E) 東海大静岡翔洋高等学校

清水, 雄大 (E) 慶應義塾大学

杉本, 磨哉 (E) 高松北高等学校

砂取, 恋 (E) 箕島高等学校

Referee(s):

池田, 優作 (E) 三本松高等学校

山上, 亮太 (E) 金沢伏見高等学校

日下, 航大 (E) 札幌光星高等学校

音丸, 大樹 (E) 岩国工業高等学校

金田, 和樹 (E) 東京農業大学

Referee(s):

結城, 右京 (E) 山形東高等学校

濵根, 尚和 (E) 朝日大学

杠, 星哉 (E) 佐賀商業高等学校

堀内, 信吾 (E) 奈良クラブ

川端, 真綸 (E) 沼田高等学校



Referee(s):

坂藤, 秀昌 (E) 三田FC

藤井, 凌大 (E) 秋田北鷹高等学校

藤浪, 竜馬 (E) 田方農業高等学校

和田, 尚樹 (E) 横浜国立大学

小林, 勇気 (E) 朝日大学

Referee(s):

川﨑, 陸 (E) 尚絅学院高等学校

西本, 光希 (E) 朝日大学

伊藤, 颯馬 (E) 秋田北鷹高等学校

太田, 航輔 (E) 和歌山東高等学校

加藤, 雅望 (E) 愛工大名電高等学校

Referee(s):

渡辺, 晋吾 (E) 拓殖大学

佐々木, 功喜 (E) 日本大学

井上, 貴斗 (E) 津東高等学校

中村, 哲也 (E) 明治大学

戸来, 航輝 (E) 北上翔南高等学校

Referee(s):

三浦, 基輝 (E) 秋田北鷹高等学校

小倉, 大樹 (E) 朝日大学

澁谷, 和典 (E) 清風高等学校

武井, 倖也 (E) 日本大学

御手洗, 拓真 (E) 大分豊府高等学校



Referee(s):

服部, 佑紀 (E) 龍谷富山高等学校

宿院, 徳真 (E) 乙訓高等学校

伊藤, 海之亮 (E) 宇都宮FC

高崎, 響也 (E) 近畿大学

吉田, 樹 (E) 学習院大学木曜会

Referee(s):

平松, 良規 (E) 高知南高等学校

牛草, 倫太朗 (E) 立教新座高等学校

佐々木, 優斗 (E) 仙台第二高等学校

米山, 真於 (E) 青山学院大学

田村, 純也 (E) 慶應義塾大学



JRME
第25回JOC 第２日
2018年1月12日 - 10:00
FE_FIE_0008

Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 安, 雅人 (E) 早稲田大学 Exempt from this round
2 村山, 健太郎 (E) 法政大学 Exempt from this round
3 田尻, 航大 (E) 三本松高等学校 Exempt from this round
4 古俣, 聖 (E) 中央大学 Exempt from this round
5 金髙, 大乘 (E) 高松北高等学校 Exempt from this round
6 石井, 一希 (E) 中央大学 Exempt from this round
7 増田, 陽人 (E) 岡山大安寺中等教育学校 Exempt from this round
8 二ノ宮, 浩輔 (E) 同志社大学 Exempt from this round
9T 金田, 和樹 (E) 東京農業大学 4 1.00 20 5 +15 Exempt from this round
9T 浅海, 聖哉 (E) 埼玉エスクリム 4 1.00 20 5 +15 Exempt from this round
11T 武井, 琉晟 (E) 栃木商業高等学校 4 1.00 20 6 +14 Exempt from this round
11T 大﨑, 練介 (E) 慶應義塾高等学校 4 1.00 20 6 +14 Exempt from this round
13 中村, 哲也 (E) 明治大学 4 1.00 20 7 +13 Exempt from this round
14 ウェディシンハ, ジュン (E) 立命館大学 4 1.00 20 8 +12 Exempt from this round
15 中島, 恒 (E) 慶應義塾高等学校 4 1.00 20 10 +10 Exempt from this round
16 松本, 龍 (E) プラチナFT 3 0.75 19 8 +11 Exempt from this round
17 安齋, 一豪 (E) 法政大学第二高等学校 3 0.75 18 7 +11 Advanced
18 濱中, 雅也 (E) 岡山大安寺中等教育学校 3 0.75 18 8 +10 Advanced
19T 高崎, 響也 (E) 近畿大学 3 0.75 18 9 +9 Advanced
19T 杉山, 颯季 (E) 羽島北高等学校 3 0.75 18 9 +9 Advanced
21 服部, 佑紀 (E) 龍谷富山高等学校 3 0.75 17 8 +9 Advanced
22 西本, 光希 (E) 朝日大学 3 0.75 18 10 +8 Advanced
23T 仙葉, 遼輔 (E) 秋田南高等学校 3 0.75 17 9 +8 Advanced
23T 宮川, 恒 (E) 龍谷大平安高等学校 3 0.75 17 9 +8 Advanced
25 松浦, 開道 (E) 智学館中等教育学校 3 0.75 19 12 +7 Advanced
26T 井上, 桂太 (E) 関西大学 3 0.75 18 11 +7 Advanced
26T 日下, 航大 (E) 札幌光星高等学校 3 0.75 18 11 +7 Advanced
28 杠, 星哉 (E) 佐賀商業高等学校 3 0.75 17 10 +7 Advanced
29 関原, 麗允 (E) 沼田高等学校 3 0.75 19 13 +6 Advanced
30 佐藤, 武揚 (E) 秋田北鷹高等学校 3 0.75 17 11 +6 Advanced
31 戸井, 和希 (E) 福井県 3 0.75 15 9 +6 Advanced
32T 堀内, 信吾 (E) 奈良クラブ 3 0.75 19 14 +5 Advanced
32T 加藤, 雅望 (E) 愛工大名電高等学校 3 0.75 19 14 +5 Advanced
32T 望月, 竜馬 (E) 朝日大学 3 0.75 19 14 +5 Advanced
35T 戸巻, 政哉 (E) 鹿児島高等学校 3 0.75 18 13 +5 Advanced
35T 御手洗, 拓真 (E) 大分豊府高等学校 3 0.75 18 13 +5 Advanced
35T 武井, 倖也 (E) 日本大学 3 0.75 18 13 +5 Advanced
35T 迎, 捷真 (E) 国府台高等学校 3 0.75 18 13 +5 Advanced
39 田村, 純也 (E) 慶應義塾大学 3 0.75 17 12 +5 Advanced
40 沢村, 拓哉 (E) 法政大学 3 0.75 16 11 +5 Advanced
41 毛利, 凌乙 (E) 羽島北高等学校 3 0.75 19 15 +4 Advanced
42T 佐々木, 功喜 (E) 日本大学 3 0.75 18 14 +4 Advanced
42T 坂藤, 秀昌 (E) 三田FC 3 0.75 18 14 +4 Advanced
44 近藤, 勇大 (E) 東京学館新潟高等学校 3 0.75 17 14 +3 Advanced
45 麻生川, 昌平 (E) 関西学院大学 3 0.75 16 14 +2 Advanced
46 伊藤, 海之亮 (E) 宇都宮FC 3 0.75 15 13 +2 Advanced
47 杉本, 磨哉 (E) 高松北高等学校 3 0.75 18 17 +1 Advanced
48 松浦, 碧也 (E) 日本体育大学 3 0.75 17 16 +1 Advanced
49 小倉, 大樹 (E) 朝日大学 2 0.50 18 13 +5 Advanced
50T 菊池, 正太郎 (E) 岩国工業高等学校 2 0.50 17 13 +4 Advanced
50T 藤浪, 竜馬 (E) 田方農業高等学校 2 0.50 17 13 +4 Advanced
52T 木内, 寛哉 (E) 検見川高等学校 2 0.50 17 14 +3 Advanced
52T 野原, 圭介 (E) 立正大学 2 0.50 17 14 +3 Advanced
54 大城, 実澄 (E) 山梨クラブ 2 0.50 17 15 +2 Advanced
55 清水, 雄大 (E) 慶應義塾大学 2 0.50 16 14 +2 Advanced
56T 井上, 誉聡 (E) 愛工大名電高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
56T 結城, 右京 (E) 山形東高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
56T 平松, 良規 (E) 高知南高等学校 2 0.50 17 16 +1 Advanced
59 小林, 勇気 (E) 朝日大学 2 0.50 15 14 +1 Advanced
60 伊東, 歩 (E) 日本大学 2 0.50 14 13 +1 Advanced
61 渡辺, 晋吾 (E) 拓殖大学 2 0.50 13 12 +1 Advanced
62 佐々木, 優斗 (E) 仙台第二高等学校 2 0.50 17 17 0 Advanced
63T 牛草, 倫太朗 (E) 立教新座高等学校 2 0.50 14 14 0 Advanced
63T 宇都木, 勇輝 (E) 緑岡高等学校 2 0.50 14 14 0 Advanced
63T 藤井, 凌大 (E) 秋田北鷹高等学校 2 0.50 14 14 0 Advanced
63T 挽地, 崇太 (E) 緑岡高等学校 2 0.50 14 14 0 Advanced
67 古橋, 諒樹 (E) 愛工大名電高等学校 2 0.50 13 13 0 Advanced
68 川﨑, 陸 (E) 尚絅学院高等学校 2 0.50 12 12 0 Advanced



Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
69T 沖本, 竜輝 (E) 岩国工業高等学校 2 0.50 15 16 -1 Advanced
69T 大谷, 謙介 (E) アプルス 2 0.50 15 16 -1 Advanced
71 栗田, 藍央 (E) 専修大学 2 0.50 14 15 -1 Advanced
72 伊藤, 颯馬 (E) 秋田北鷹高等学校 2 0.50 16 18 -2 Advanced
73 荒金, 泰成 (E) 大分豊府高等学校 2 0.50 14 16 -2 Advanced
74 音丸, 大樹 (E) 岩国工業高等学校 2 0.50 13 15 -2 Advanced
75T 加藤, 巨樹 (E) 水橋高等学校 2 0.50 15 18 -3 Advanced
75T 上村, 一貴 (E) 専修大学 2 0.50 15 18 -3 Advanced
77T 佐々木, 優吏 (E) 翔陽高等学校 2 0.50 13 16 -3 Advanced
77T 関本, 一真 (E) 開新高等学校 2 0.50 13 16 -3 Advanced
77T 伊藤, 貴斗 (E) 大垣南高等学校 2 0.50 13 16 -3 Advanced
80 砂取, 恋 (E) 箕島高等学校 1 0.25 16 17 -1 Advanced
81 服部, 健人 (E) 佐賀商業高等学校 1 0.25 14 16 -2 Advanced
82 小栗, 理基 (E) 埼玉栄高等学校 1 0.25 15 18 -3 Advanced
83T 中島, 直輝 (E) 高崎商大附属高等学校 1 0.25 14 17 -3 Advanced
83T 浅海, 正哉 (E) 法政大学第二高等学校 1 0.25 14 17 -3 Advanced
85 佐多, 駿希 (E) 東京農業大学 1 0.25 14 18 -4 Advanced
86 小林, 大翔 (E) 湘南高等学校 1 0.25 13 17 -4 Eliminated
87 濵根, 尚和 (E) 朝日大学 1 0.25 12 16 -4 Eliminated
88T 上出, 日向 (E) 板橋FC 1 0.25 13 18 -5 Eliminated
88T 正永, 龍一郎 (E) 京都大学 1 0.25 13 18 -5 Eliminated
90 永原, 正大 (E) 水橋高等学校 1 0.25 12 17 -5 Eliminated
91 井上, 貴斗 (E) 津東高等学校 1 0.25 11 16 -5 Eliminated
92T 米山, 真於 (E) 青山学院大学 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
92T 大津, 陽平 (E) 川俣高等学校 1 0.25 11 17 -6 Eliminated
94 三浦, 基輝 (E) 秋田北鷹高等学校 1 0.25 12 19 -7 Eliminated
95T 菊池, 隆太 (E) 田名部高等学校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
95T 入谷, 和輝 (E) 三本松高等学校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
95T 吉川, 颯太 (E) 東海大静岡翔洋高等学校 1 0.25 11 18 -7 Eliminated
98 堀川, 湧太 (E) 清風高等学校 1 0.25 9 16 -7 Eliminated
99T 神宮司, 真矢 (E) 鹿児島南高等学校 1 0.25 11 19 -8 Eliminated
99T 内山, 太智 (E) 東京学館新潟高等学校 1 0.25 11 19 -8 Eliminated
101 澁谷, 和典 (E) 清風高等学校 1 0.25 10 18 -8 Eliminated
102T 大西, ひかる (E) 米沢興譲館高等学校 1 0.25 10 19 -9 Eliminated
102T 甲斐, 智貴 (E) 宮崎南高等学校 1 0.25 10 19 -9 Eliminated
102T 水口, 潮音 (E) 大野農業高等学校 1 0.25 10 19 -9 Eliminated
102T 川端, 真綸 (E) 沼田高等学校 1 0.25 10 19 -9 Eliminated
106T 岩崎, 友哉 (E) 甲陵高等学校 1 0.25 9 18 -9 Eliminated
106T 和田, 尚樹 (E) 横浜国立大学 1 0.25 9 18 -9 Eliminated
106T 池田, 優作 (E) 三本松高等学校 1 0.25 9 18 -9 Eliminated
109 宿院, 徳真 (E) 乙訓高等学校 1 0.25 8 19 -11 Eliminated
110 木澤, 聡志 (E) 金沢西高等学校 1 0.25 6 19 -13 Eliminated
111 吉田, 樹 (E) 学習院大学木曜会 0 0.00 11 20 -9 Eliminated
112T 柏崎, 瑞仁 (E) 田名部高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
112T 太田, 航輔 (E) 和歌山東高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
112T 山上, 亮太 (E) 金沢伏見高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
112T 松岡, 遼太郎 (E) 津東高等学校 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
116 丸山, 晴太郎 (E) 青山学院大学 0 0.00 8 20 -12 Eliminated
117T 戸来, 航輝 (E) 北上翔南高等学校 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
117T 木村, 航太 (E) 國學院大學 0 0.00 7 20 -13 Eliminated
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第25回JOC 第２日
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Seed Name Club Country Notes
1 安, 雅人 (E) 早稲田大学 Advanced
2 村山, 健太郎 (E) 法政大学 Advanced
3 田尻, 航大 (E) 三本松高等学校 Advanced
4 古俣, 聖 (E) 中央大学 Advanced
5 金髙, 大乘 (E) 高松北高等学校 Advanced
6 石井, 一希 (E) 中央大学 Advanced
7 増田, 陽人 (E) 岡山大安寺中等教育学校 Advanced
8 二ノ宮, 浩輔 (E) 同志社大学 Advanced
9T 金田, 和樹 (E) 東京農業大学 Advanced
9T 浅海, 聖哉 (E) 埼玉エスクリム Advanced
11T 武井, 琉晟 (E) 栃木商業高等学校 Advanced
11T 大﨑, 練介 (E) 慶應義塾高等学校 Advanced
13 中村, 哲也 (E) 明治大学 Advanced
14 ウェディシンハ, ジュン (E) 立命館大学 Advanced
15 中島, 恒 (E) 慶應義塾高等学校 Advanced
16 松本, 龍 (E) プラチナFT Advanced
17 安齋, 一豪 (E) 法政大学第二高等学校 Advanced
18T 高崎, 響也 (E) 近畿大学 Advanced
18T 杉山, 颯季 (E) 羽島北高等学校 Advanced
20 仙葉, 遼輔 (E) 秋田南高等学校 Advanced
21 松浦, 開道 (E) 智学館中等教育学校 Advanced
22 関原, 麗允 (E) 沼田高等学校 Advanced
23 佐藤, 武揚 (E) 秋田北鷹高等学校 Advanced
24 堀内, 信吾 (E) 奈良クラブ Advanced
25 武井, 倖也 (E) 日本大学 Advanced
26 田村, 純也 (E) 慶應義塾大学 Advanced
27 坂藤, 秀昌 (E) 三田FC Advanced
28 菊池, 正太郎 (E) 岩国工業高等学校 Advanced
29 井上, 誉聡 (E) 愛工大名電高等学校 Advanced
30 宇都木, 勇輝 (E) 緑岡高等学校 Advanced
31 沖本, 竜輝 (E) 岩国工業高等学校 Advanced
32 加藤, 巨樹 (E) 水橋高等学校 Advanced
33 濱中, 雅也 (E) 岡山大安寺中等教育学校 Eliminated
34 西本, 光希 (E) 朝日大学 Eliminated
35 宮川, 恒 (E) 龍谷大平安高等学校 Eliminated
36 日下, 航大 (E) 札幌光星高等学校 Eliminated
37 戸井, 和希 (E) 福井県 Eliminated
38 望月, 竜馬 (E) 朝日大学 Eliminated
39 御手洗, 拓真 (E) 大分豊府高等学校 Eliminated
40 沢村, 拓哉 (E) 法政大学 Eliminated
41 佐々木, 功喜 (E) 日本大学 Eliminated
42 近藤, 勇大 (E) 東京学館新潟高等学校 Eliminated
43 麻生川, 昌平 (E) 関西学院大学 Eliminated
44 伊藤, 海之亮 (E) 宇都宮FC Eliminated
45 松浦, 碧也 (E) 日本体育大学 Eliminated
46 小林, 勇気 (E) 朝日大学 Eliminated
47 佐々木, 優斗 (E) 仙台第二高等学校 Eliminated
48 大谷, 謙介 (E) アプルス Eliminated
49 服部, 佑紀 (E) 龍谷富山高等学校 Eliminated
50 井上, 桂太 (E) 関西大学 Eliminated
51 杠, 星哉 (E) 佐賀商業高等学校 Eliminated
52 加藤, 雅望 (E) 愛工大名電高等学校 Eliminated
53T 迎, 捷真 (E) 国府台高等学校 Eliminated
53T 戸巻, 政哉 (E) 鹿児島高等学校 Eliminated
55 毛利, 凌乙 (E) 羽島北高等学校 Eliminated
56 杉本, 磨哉 (E) 高松北高等学校 Eliminated
57 小倉, 大樹 (E) 朝日大学 Eliminated
58 藤浪, 竜馬 (E) 田方農業高等学校 Eliminated
59T 野原, 圭介 (E) 立正大学 Eliminated
59T 木内, 寛哉 (E) 検見川高等学校 Eliminated
61 大城, 実澄 (E) 山梨クラブ Eliminated
62 清水, 雄大 (E) 慶應義塾大学 Eliminated
63T 平松, 良規 (E) 高知南高等学校 Eliminated
63T 結城, 右京 (E) 山形東高等学校 Eliminated
65 伊東, 歩 (E) 日本大学 Eliminated
66 渡辺, 晋吾 (E) 拓殖大学 Eliminated
67T 牛草, 倫太朗 (E) 立教新座高等学校 Eliminated
67T 挽地, 崇太 (E) 緑岡高等学校 Eliminated
67T 藤井, 凌大 (E) 秋田北鷹高等学校 Eliminated



Seed Name Club Country Notes
70 古橋, 諒樹 (E) 愛工大名電高等学校 Eliminated
71 川﨑, 陸 (E) 尚絅学院高等学校 Eliminated
72 栗田, 藍央 (E) 専修大学 Eliminated
73 伊藤, 颯馬 (E) 秋田北鷹高等学校 Eliminated
74 荒金, 泰成 (E) 大分豊府高等学校 Eliminated
75 音丸, 大樹 (E) 岩国工業高等学校 Eliminated
76 上村, 一貴 (E) 専修大学 Eliminated
77T 関本, 一真 (E) 開新高等学校 Eliminated
77T 伊藤, 貴斗 (E) 大垣南高等学校 Eliminated
79 砂取, 恋 (E) 箕島高等学校 Eliminated
80 浅海, 正哉 (E) 法政大学第二高等学校 Eliminated
81 佐々木, 優吏 (E) 翔陽高等学校 Eliminated
82 服部, 健人 (E) 佐賀商業高等学校 Eliminated
83 小栗, 理基 (E) 埼玉栄高等学校 Eliminated
84 中島, 直輝 (E) 高崎商大附属高等学校 Eliminated
85 佐多, 駿希 (E) 東京農業大学 Eliminated
86 小林, 大翔 (E) 湘南高等学校 Eliminated
87 濵根, 尚和 (E) 朝日大学 Eliminated
88T 正永, 龍一郎 (E) 京都大学 Eliminated
88T 上出, 日向 (E) 板橋FC Eliminated
90 永原, 正大 (E) 水橋高等学校 Eliminated
91 井上, 貴斗 (E) 津東高等学校 Eliminated
92T 米山, 真於 (E) 青山学院大学 Eliminated
92T 大津, 陽平 (E) 川俣高等学校 Eliminated
94 三浦, 基輝 (E) 秋田北鷹高等学校 Eliminated
95T 吉川, 颯太 (E) 東海大静岡翔洋高等学校 Eliminated
95T 入谷, 和輝 (E) 三本松高等学校 Eliminated
95T 菊池, 隆太 (E) 田名部高等学校 Eliminated
98 堀川, 湧太 (E) 清風高等学校 Eliminated
99T 内山, 太智 (E) 東京学館新潟高等学校 Eliminated
99T 神宮司, 真矢 (E) 鹿児島南高等学校 Eliminated
101 澁谷, 和典 (E) 清風高等学校 Eliminated
102T 大西, ひかる (E) 米沢興譲館高等学校 Eliminated
102T 川端, 真綸 (E) 沼田高等学校 Eliminated
102T 水口, 潮音 (E) 大野農業高等学校 Eliminated
102T 甲斐, 智貴 (E) 宮崎南高等学校 Eliminated
106T 池田, 優作 (E) 三本松高等学校 Eliminated
106T 岩崎, 友哉 (E) 甲陵高等学校 Eliminated
106T 和田, 尚樹 (E) 横浜国立大学 Eliminated
109 宿院, 徳真 (E) 乙訓高等学校 Eliminated
110 木澤, 聡志 (E) 金沢西高等学校 Eliminated
111 吉田, 樹 (E) 学習院大学木曜会 Eliminated
112T 太田, 航輔 (E) 和歌山東高等学校 Eliminated
112T 松岡, 遼太郎 (E) 津東高等学校 Eliminated
112T 柏崎, 瑞仁 (E) 田名部高等学校 Eliminated
112T 山上, 亮太 (E) 金沢伏見高等学校 Eliminated
116 丸山, 晴太郎 (E) 青山学院大学 Eliminated
117T 木村, 航太 (E) 國學院大學 Eliminated
117T 戸来, 航輝 (E) 北上翔南高等学校 Eliminated
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Place Name Country Birthdate
1 古俣, 聖 (E)
2 増田, 陽人 (E)
3 安齋, 一豪 (E)
4 武井, 琉晟 (E)
5 村山, 健太郎 (E)
6 二ノ宮, 浩輔 (E)
7 大﨑, 練介 (E)
8 宇都木, 勇輝 (E)
9 安, 雅人 (E)
10 浅海, 聖哉 (E)
11 中村, 哲也 (E)
12 ウェディシンハ, ジュン (E)
13 中島, 恒 (E)
14 堀内, 信吾 (E)
15 坂藤, 秀昌 (E)
16 菊池, 正太郎 (E)
17 田尻, 航大 (E)
18 金髙, 大乘 (E)
19 石井, 一希 (E)
20 金田, 和樹 (E)
21 松本, 龍 (E)
22T 杉山, 颯季 (E)
22T 高崎, 響也 (E)
24 仙葉, 遼輔 (E)
25 松浦, 開道 (E)
26 関原, 麗允 (E)
27 佐藤, 武揚 (E)
28 武井, 倖也 (E)
29 田村, 純也 (E)
30 井上, 誉聡 (E)
31 沖本, 竜輝 (E)
32 加藤, 巨樹 (E)
33 濱中, 雅也 (E)
34 西本, 光希 (E)
35 宮川, 恒 (E)
36 日下, 航大 (E)
37 戸井, 和希 (E)
38 望月, 竜馬 (E)
39 御手洗, 拓真 (E)
40 沢村, 拓哉 (E)
41 佐々木, 功喜 (E)
42 近藤, 勇大 (E)
43 麻生川, 昌平 (E)
44 伊藤, 海之亮 (E)
45 松浦, 碧也 (E)
46 小林, 勇気 (E)
47 佐々木, 優斗 (E)
48 大谷, 謙介 (E)
49 服部, 佑紀 (E)
50 井上, 桂太 (E)
51 杠, 星哉 (E)
52 加藤, 雅望 (E)
53T 戸巻, 政哉 (E)
53T 迎, 捷真 (E)
55 毛利, 凌乙 (E)
56 杉本, 磨哉 (E)
57 小倉, 大樹 (E)
58 藤浪, 竜馬 (E)
59T 野原, 圭介 (E)
59T 木内, 寛哉 (E)
61 大城, 実澄 (E)
62 清水, 雄大 (E)
63T 結城, 右京 (E)
63T 平松, 良規 (E)
65 伊東, 歩 (E)
66 渡辺, 晋吾 (E)
67T 藤井, 凌大 (E)
67T 挽地, 崇太 (E)



Place Name Country Birthdate
67T 牛草, 倫太朗 (E)
70 古橋, 諒樹 (E)
71 川﨑, 陸 (E)
72 栗田, 藍央 (E)
73 伊藤, 颯馬 (E)
74 荒金, 泰成 (E)
75 音丸, 大樹 (E)
76 上村, 一貴 (E)
77T 関本, 一真 (E)
77T 伊藤, 貴斗 (E)
79 砂取, 恋 (E)
80 浅海, 正哉 (E)
81 佐々木, 優吏 (E)
82 服部, 健人 (E)
83 小栗, 理基 (E)
84 中島, 直輝 (E)
85 佐多, 駿希 (E)
86 小林, 大翔 (E)
87 濵根, 尚和 (E)
88T 正永, 龍一郎 (E)
88T 上出, 日向 (E)
90 永原, 正大 (E)
91 井上, 貴斗 (E)
92T 大津, 陽平 (E)
92T 米山, 真於 (E)
94 三浦, 基輝 (E)
95T 入谷, 和輝 (E)
95T 吉川, 颯太 (E)
95T 菊池, 隆太 (E)
98 堀川, 湧太 (E)
99T 内山, 太智 (E)
99T 神宮司, 真矢 (E)
101 澁谷, 和典 (E)
102T 大西, ひかる (E)
102T 甲斐, 智貴 (E)
102T 川端, 真綸 (E)
102T 水口, 潮音 (E)
106T 岩崎, 友哉 (E)
106T 池田, 優作 (E)
106T 和田, 尚樹 (E)
109 宿院, 徳真 (E)
110 木澤, 聡志 (E)
111 吉田, 樹 (E)
112T 柏崎, 瑞仁 (E)
112T 松岡, 遼太郎 (E)
112T 太田, 航輔 (E)
112T 山上, 亮太 (E)
116 丸山, 晴太郎 (E)
117T 木村, 航太 (E)
117T 戸来, 航輝 (E)
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