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� ���� ����� ������� ����
� ジュリアン ガッツチョーク���� セントメリーズ �� �
� ビューワーニック ダグラス���� ����� ��
� メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校 ��
� ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� �� ��
� 阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校 ���
� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 ���
� 伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校 ���
� 井口涼太���� 沼田高等学校 ���
� 井上航���� 京都産業大学 ���
�� 井神俊兵���� 和歌山北高等学校 ��
�� 井川晃暉���� 日本大学 ��
�� 稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校 ���
�� 稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校 ���
�� 浦川佳之���� 京都産業大学 ���
�� 瓜生陽���� 関西学院大学 ��
�� 永原正大���� 水橋高等学校 ���
�� 永澤宏紀���� 慶應義塾大学 ��
�� 岡田寛大���� 玉野光南高等学校 ���
�� 加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校 ���
�� 加藤巨樹���� 水橋高等学校 ���
�� 加藤啓吾���� 同志社大学 ��
�� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 ���
�� 河村一摩���� はしまモア ��
�� 花田一真���� 宮崎南高等学校 ���
�� 海老原樹���� 日本大学 ��
�� 笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 鎌倉京平���� 伊那北高等学校 ���
�� 岩田圭介���� 法政大学 ��
�� 菊元雪���� 和北ジュニアクラブ ���
�� 菊池隆太���� 田名部高等学校 ���
�� 吉弘航平���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校 ��
�� 宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 宮地恭平���� 愛知工業大学 ��
�� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 ���
�� 京極光志���� 宇都宮南高等学校 ���
�� 橋爪雄大���� 日本体育大学 ��
�� 橋本祥英���� 立教新座中学校 ��
�� 金築元喜���� 日本大学 ��
�� 隅岡元気���� 新田高等学校 ��
�� 見目宏介���� フェンサーズファクトリー ���
�� 原田晃佑���� 朝日大学 ��
�� 原田神魁���� 愛知工業大学 ��
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 江藤和博���� 拓殖大学 ��
�� 溝口晴也���� 大垣南高等学校 ��
�� 荒金泰成���� 明治大学 ��
�� 高杉有吾���� 高松北高等学校 ��
�� 高津碧���� 福岡魁誠高等学校 ���
�� 高梨遼太朗���� 専修大学 ��
�� 黒川康貴���� 近畿大学 ���
�� 黒澤塁���� 光ヶ丘�� ���
�� 根橋大空���� 拓殖大学 ��
�� 佐久間朝陽���� 柏陵高等学校 ��
�� 佐藤光琉���� 海星高等学校 ���
�� 佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校 ���
�� 佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 佐藤悠雅���� 福岡県�� ���
�� 佐野航琉���� 富山西高等学校 ��
�� 坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校 ���
�� 三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校 ���
�� 三浦知哉���� ��� ��
�� 山口改���� ����� ��
�� 山田一八���� 高松北高等学校 ���
�� 山本稀琉���� 法政大学第二高等学校 ���
�� 山本力也���� 日本大学 ��
�� 四元澪���� 日本大学 ��
�� 若林直希���� 専修大学 ���
�� 宿院徳真���� 乙訓高等学校 ��



� ���� ����� ������� ����
�� 小貫暁人���� 柏陵高等学校 ���
�� 小川智也���� 静岡クラブ ���
�� 小田隆介���� 法政大学 ��
�� 小田翔一朗���� 別府翔青高等学校 ���
�� 小林聖矢���� 伊那北高等学校 ���
�� 小林歩未���� 甲斐清和高等学校 ���
�� 小﨑一磨���� 海星高等学校 ���
�� 松村尚輝���� 三本松高等学校 ���
�� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 ���
�� 松渕真平���� 日本大学 ��
�� 上野智広���� 日田高校 ���
�� 森大翔���� 向陽高等学校 ���
�� 森田祥央���� 翔陽高等学校 ���
�� 神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 水野怜央名���� 慶應義塾高等学校 ��
�� 水流颯���� 鹿児島高等学校 ���
�� 杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ ��
�� 杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中 ���
�� 菅原康平���� 中央大学 �
�� 菅谷優斗���� 柏陵高等学校 ���
�� 成田航也���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 清水稜介���� 水橋高等学校 ���
�� 西口泰嵩���� 東亜学園高等学校 ��
�� 西村啓佑���� 乙訓高等学校 ���
�� 西脇裕馬���� 上宮高等学校 ���
�� 石井魁���� 中央大学 ��
�� 石井勇多���� 水戸クラブ ���
�� 石井和真���� 立教新座高等学校 ��
�� 石村隆之介���� 岩国工業高等学校 ��
�� 仙波響���� 宇都宮南高等学校 ���
��� 仙葉遼輔���� 秋田南高等学校 ���
��� 川村京太���� 東亜学園高等学校 �
��� 川端優太���� 武生商業高等学校 ��
��� 川﨑陸���� 尚絅学院高等学校 ���
��� 浅井一抹���� 松任高等学校 ���
��� 相内大地���� 青森北高今別校舎 ��
��� 村崎祐真���� 龍谷大学 ���
��� 村上拳���� 気仙沼高等学校 ��
��� 太田航輔���� 和歌山東高等学校 ��
��� 太田拓輝���� 愛工大名電高等学校 ��
��� 大釜辰也���� 関西学院大学 ��
��� 大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校 ��
��� 大竹諒���� 岐阜各務野高等学校 ��
��� 大野潤平���� 乙訓高等学校 ���
��� 竹村連���� 慶應義塾大学 ��
��� 中原究���� 諫早商業高等学校 ���
��� 中村健人���� 箕輪進修高等学校 ���
��� 中村太郎���� 大分豊府高等学校 �
��� 仲田知喜���� 青山学院大学 ���
��� 猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校 ��
��� 長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校 ���
��� 長谷川雅也���� 愛知工業大学 ���
��� 勅使河原明日架���� 大垣南高等学校 ��
��� 辻村銀太���� 金沢伏見高等学校 ���
��� 辻中悠真���� 清風高等学校 ���
��� 坪颯馬���� 田名部高等学校 ��
��� 坪本能幸���� 清風高等学校 ���
��� 田所龍弥���� 岩国工業高等学校 ���
��� 田中風舞���� 龍谷大平安高等学校 ��
��� 田中良樹���� 伊那北高等学校 ���
��� 田辺空我���� 富山西高等学校 ��
��� 藤原大二朗���� 安来高等学校 ���
��� 藤倉類���� 慶應義塾大学 �
��� 藤澤将匡���� 仙台城南高等学校 ��
��� 内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校 ��
��� 馬場俊輔���� 大垣南高等学校 �
��� 柏原翔太���� 岩国工業高等学校 ��
��� 柏崎瑞仁���� 田名部高等学校 ��
��� 板楠大知���� 翔陽高等学校 ���
��� 飯村一輝���� 龍谷大平安中学校 �
��� 冨田優作���� 中央大学 �
��� 服部毅瑠���� 学習院大学 ���
��� 福光勇太���� 近畿大学 ���
��� 福田亮介���� はしまモア ��



� ���� ����� ������� ����
��� 北村創拓���� 法政大学第二高等学校 ��
��� 北村透海���� 法政大学 ��
��� 堀根悠来���� 検見川高等学校 ���
��� 堀部聖太���� 岩国工業高等学校 ��
��� 本間英太���� 川俣高等学校 ���
��� 木下南琉���� 岩国工業高等学校 ���
��� 野村奈生樹���� 甲陵高等学校 ���
��� 薮一輝���� 愛知工業大学 ���
��� 林祥蓮���� 鹿児島高等学校 ��
��� 檜垣純堅���� 松山����� ��
��� 澁谷和典���� 清風高等学校 ���
��� 齋藤駿���� 川俣高等学校 ���
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 ���
��� 髙木大夢���� 専修大学 ��
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� 馬場俊輔���� 大垣南高等学校 � ����������������������
� 中村太郎���� 大分豊府高等学校 � ����������������������
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� 菅原康平���� 中央大学 � ����������������������
� 飯村一輝���� 龍谷大平安中学校 � ����������������������
� 冨田優作���� 中央大学 � ����������������������
� 四元澪���� 日本大学 ��
�� メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校 ��
�� 藤澤将匡���� 仙台城南高等学校 ��
�� 水野怜央名���� 慶應義塾高等学校 ��
�� 山口改���� ����� ��
�� 石井魁���� 中央大学 ��
�� 井川晃暉���� 日本大学 ��
�� ビューワーニック ダグラス���� ����� ��
�� 岩田圭介���� 法政大学 ��
�� 松渕真平���� 日本大学 ��
�� 成田航也���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 井神俊兵���� 和歌山北高等学校 ��
�� 西口泰嵩���� 東亜学園高等学校 ��
�� 村上拳���� 気仙沼高等学校 ��
�� 林祥蓮���� 鹿児島高等学校 ��
�� 太田拓輝���� 愛工大名電高等学校 ��
�� 田辺空我���� 富山西高等学校 ��
�� 大竹諒���� 岐阜各務野高等学校 ��
�� 溝口晴也���� 大垣南高等学校 ��
�� 堀部聖太���� 岩国工業高等学校 ��
�� 海老原樹���� 日本大学 ��
�� 北村透海���� 法政大学 ��
�� 田中風舞���� 龍谷大平安高等学校 ��
�� 柏原翔太���� 岩国工業高等学校 ��
�� 橋本祥英���� 立教新座中学校 ��
�� 石村隆之介���� 岩国工業高等学校 ��
�� 小田隆介���� 法政大学 ��
�� 原田神魁���� 愛知工業大学 ��
�� 金築元喜���� 日本大学 ��
�� 宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 坪颯馬���� 田名部高等学校 ��
�� 橋爪雄大���� 日本体育大学 ��
�� 荒金泰成���� 明治大学 ��
�� 山本力也���� 日本大学 ��
�� 福田亮介���� はしまモア ��
�� 勅使河原明日架���� 大垣南高等学校 ��
�� 笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校 ��
�� ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� �� ��
�� 加藤啓吾���� 同志社大学 ��
�� 瓜生陽���� 関西学院大学 ��
�� 原田晃佑���� 朝日大学 ��
�� 根橋大空���� 拓殖大学 ��
�� 佐久間朝陽���� 柏陵高等学校 ��
�� 江藤和博���� 拓殖大学 ��
�� 河村一摩���� はしまモア ��
�� 柏崎瑞仁���� 田名部高等学校 ��
�� 檜垣純堅���� 松山����� ��
�� 猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校 ��
�� 大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校 ��
�� 北村創拓���� 法政大学第二高等学校 ��
�� 佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校 ��
�� 髙木大夢���� 専修大学 ��
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 高梨遼太朗���� 専修大学 ��
�� 杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ ��
�� 神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 太田航輔���� 和歌山東高等学校 ��
�� 川端優太���� 武生商業高等学校 ��
�� 大釜辰也���� 関西学院大学 ��
�� 三浦知哉���� ��� ��



���� ���� ���� ������� ���� �����
�� 宮地恭平���� 愛知工業大学 ��
�� 吉弘航平���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 石井和真���� 立教新座高等学校 ��
�� 吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校 ��
�� 宿院徳真���� 乙訓高等学校 ��
�� 内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校 ��
�� 佐野航琉���� 富山西高等学校 ��
�� 高杉有吾���� 高松北高等学校 ��
�� 隅岡元気���� 新田高等学校 ��
�� 相内大地���� 青森北高今別校舎 ��
�� 竹村連���� 慶應義塾大学 ��
�� 永澤宏紀���� 慶應義塾大学 ��
�� 黒川康貴���� 近畿大学 ���
�� 薮一輝���� 愛知工業大学 ���
�� 伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校 ���
�� 福光勇太���� 近畿大学 ���
�� 西脇裕馬���� 上宮高等学校 ���
�� 齋藤駿���� 川俣高等学校 ���
�� 若林直希���� 専修大学 ���
�� 田所龍弥���� 岩国工業高等学校 ���
�� 本間英太���� 川俣高等学校 ���
�� 坪本能幸���� 清風高等学校 ���
�� 長谷川雅也���� 愛知工業大学 ���
�� 中村健人���� 箕輪進修高等学校 ���
�� 浦川佳之���� 京都産業大学 ���
�� 小林聖矢���� 伊那北高等学校 ���
�� 仲田知喜���� 青山学院大学 ���
�� 村崎祐真���� 龍谷大学 ���
�� 井上航���� 京都産業大学 ���
�� 菊元雪���� 和北ジュニアクラブ ���
�� 菊池隆太���� 田名部高等学校 ���
��� 松村尚輝���� 三本松高等学校 ���
��� 稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校 ���
��� 水流颯���� 鹿児島高等学校 ���
��� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 ���
��� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 ���
��� 加藤巨樹���� 水橋高等学校 ���
��� 加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校 ���
��� 永原正大���� 水橋高等学校 ���
��� 辻村銀太���� 金沢伏見高等学校 ���
��� 川﨑陸���� 尚絅学院高等学校 ���
��� 佐藤光琉���� 海星高等学校 ���
��� 井口涼太���� 沼田高等学校 ���
��� 森田祥央���� 翔陽高等学校 ���
��� 服部毅瑠���� 学習院大学 ���
��� 中原究���� 諫早商業高等学校 ���
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 ���
��� 見目宏介���� フェンサーズファクトリー ���
��� 小川智也���� 静岡クラブ ���
��� 仙葉遼輔���� 秋田南高等学校 ���
��� 杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中 ���
��� 京極光志���� 宇都宮南高等学校 ���
��� 上野智広���� 日田高校 ���
��� 佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校 ���
��� 小﨑一磨���� 海星高等学校 ���
��� 板楠大知���� 翔陽高等学校 ���
��� 浅井一抹���� 松任高等学校 ���
��� 大野潤平���� 乙訓高等学校 ���
��� 西村啓佑���� 乙訓高等学校 ���
��� 小林歩未���� 甲斐清和高等学校 ���
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 ���
��� 坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校 ���
��� 堀根悠来���� 検見川高等学校 ���
��� 鎌倉京平���� 伊那北高等学校 ���
��� 山田一八���� 高松北高等学校 ���
��� 仙波響���� 宇都宮南高等学校 ���
��� 木下南琉���� 岩国工業高等学校 ���
��� 小貫暁人���� 柏陵高等学校 ���
��� 稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校 ���
��� 清水稜介���� 水橋高等学校 ���
��� 長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校 ���
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 ���
��� 山本稀琉���� 法政大学第二高等学校 ���
��� 阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校 ���



���� ���� ���� ������� ���� �����
��� 田中良樹���� 伊那北高等学校 ���
��� 菅谷優斗���� 柏陵高等学校 ���
��� 石井勇多���� 水戸クラブ ���
��� 花田一真���� 宮崎南高等学校 ���
��� 藤原大二朗���� 安来高等学校 ���
��� 佐藤悠雅���� 福岡県�� ���
��� 小田翔一朗���� 別府翔青高等学校 ���
��� 野村奈生樹���� 甲陵高等学校 ���
��� 岡田寛大���� 玉野光南高等学校 ���
��� 森大翔���� 向陽高等学校 ���
��� 辻中悠真���� 清風高等学校 ���
��� 黒澤塁���� 光ヶ丘�� ���
��� 高津碧���� 福岡魁誠高等学校 ���
��� 三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校 ���
��� 澁谷和典���� 清風高等学校 ���
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�����������

�������

�����

�����������

大釜辰也���� 関西学院大学

川端優太���� 武生商業高等学校

板楠大知���� 翔陽高等学校

浅井一抹���� 松任高等学校

四元澪���� 日本大学

黒澤塁���� 光ヶ丘��

�������

�����

�����������

大野潤平���� 乙訓高等学校

メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校

小﨑一磨���� 海星高等学校

太田航輔���� 和歌山東高等学校

三浦知哉���� ���

高津碧���� 福岡魁誠高等学校

��������

�����

�����������

神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校

藤澤将匡���� 仙台城南高等学校

西村啓佑���� 乙訓高等学校

宮地恭平���� 愛知工業大学

佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校

三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校



��������

�����

�����������

杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ

吉弘航平���� 鹿児島南高等学校

上野智広���� 日田高校

水野怜央名���� 慶應義塾高等学校

小林歩未���� 甲斐清和高等学校

澁谷和典���� 清風高等学校

��������

�����

�����������

石井和真���� 立教新座高等学校

山口改���� �����

京極光志���� 宇都宮南高等学校

安永恵達���� 札幌光星高等学校

高梨遼太朗���� 専修大学

��������

�����

�����������

江村凌平���� 埼玉栄高等学校

杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中

石井魁���� 中央大学

吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校

坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校

��������

�����

�����������

堀根悠来���� 検見川高等学校

仙葉遼輔���� 秋田南高等学校

髙木大夢���� 専修大学

井川晃暉���� 日本大学

宿院徳真���� 乙訓高等学校



��������

�����

�����������

佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校

内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校

ビューワーニック ダグラス���� �����

小川智也���� 静岡クラブ

鎌倉京平���� 伊那北高等学校

��������
�����������

山田一八���� 高松北高等学校

佐野航琉���� 富山西高等学校

見目宏介���� フェンサーズファクトリー

岩田圭介���� 法政大学

北村創拓���� 法政大学第二高等学校

��������
�����������

仙波響���� 宇都宮南高等学校

齊藤丈���� 山形東高等学校

大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校

松渕真平���� 日本大学

高杉有吾���� 高松北高等学校

��������
�����������

木下南琉���� 岩国工業高等学校

成田航也���� 秋田北鷹高等学校

猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校

隅岡元気���� 新田高等学校

中原究���� 諫早商業高等学校



��������
�����������

檜垣純堅���� 松山�����

井神俊兵���� 和歌山北高等学校

相内大地���� 青森北高今別校舎

服部毅瑠���� 学習院大学

小貫暁人���� 柏陵高等学校

�������
�����������

西口泰嵩���� 東亜学園高等学校

稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校

森田祥央���� 翔陽高等学校

竹村連���� 慶應義塾大学

柏崎瑞仁���� 田名部高等学校

��������
�����������

井口涼太���� 沼田高等学校

永澤宏紀���� 慶應義塾大学

村上拳���� 気仙沼高等学校

河村一摩���� はしまモア

清水稜介���� 水橋高等学校

��������
�����������

黒川康貴���� 近畿大学

林祥蓮���� 鹿児島高等学校

佐藤光琉���� 海星高等学校

長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校

江藤和博���� 拓殖大学



��������
�����������

太田拓輝���� 愛工大名電高等学校

加藤颯人���� 羽島北高等学校

佐久間朝陽���� 柏陵高等学校

川﨑陸���� 尚絅学院高等学校

薮一輝���� 愛知工業大学

�������
�����������

根橋大空���� 拓殖大学

田辺空我���� 富山西高等学校

山本稀琉���� 法政大学第二高等学校

辻村銀太���� 金沢伏見高等学校

伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校

��������
�����������

永原正大���� 水橋高等学校

福光勇太���� 近畿大学

大竹諒���� 岐阜各務野高等学校

阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校

原田晃佑���� 朝日大学

��������
�����������

西脇裕馬���� 上宮高等学校

瓜生陽���� 関西学院大学

加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校

溝口晴也���� 大垣南高等学校

田中良樹���� 伊那北高等学校



�������
�����������

堀部聖太���� 岩国工業高等学校

加藤巨樹���� 水橋高等学校

菅谷優斗���� 柏陵高等学校

齋藤駿���� 川俣高等学校

加藤啓吾���� 同志社大学

��������
�����������

海老原樹���� 日本大学

石井勇多���� 水戸クラブ

松田頼弥���� 札幌光星高等学校

ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� ��

若林直希���� 専修大学

��������
�����������

北村透海���� 法政大学

宮﨑悠伸���� 三島高等学校

笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校

田所龍弥���� 岩国工業高等学校

花田一真���� 宮崎南高等学校

��������
�����������

本間英太���� 川俣高等学校

田中風舞���� 龍谷大平安高等学校

藤原大二朗���� 安来高等学校

水流颯���� 鹿児島高等学校

勅使河原明日架���� 大垣南高等学校



��������
�����������

福田亮介���� はしまモア

稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校

柏原翔太���� 岩国工業高等学校

坪本能幸���� 清風高等学校

佐藤悠雅���� 福岡県��

�������
�����������

山本力也���� 日本大学

松村尚輝���� 三本松高等学校

橋本祥英���� 立教新座中学校

長谷川雅也���� 愛知工業大学

小田翔一朗���� 別府翔青高等学校

��������
�����������

菊池隆太���� 田名部高等学校

荒金泰成���� 明治大学

野村奈生樹���� 甲陵高等学校

石村隆之介���� 岩国工業高等学校

中村健人���� 箕輪進修高等学校

��������
�����������

浦川佳之���� 京都産業大学

菊元雪���� 和北ジュニアクラブ

岡田寛大���� 玉野光南高等学校

小田隆介���� 法政大学

橋爪雄大���� 日本体育大学



�����������

井上航���� 京都産業大学

坪颯馬���� 田名部高等学校

原田神魁���� 愛知工業大学

小林聖矢���� 伊那北高等学校

森大翔���� 向陽高等学校

�������
�����������

辻中悠真���� 清風高等学校

宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校

金築元喜���� 日本大学

村崎祐真���� 龍谷大学

仲田知喜���� 青山学院大学
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����年�月��日��������
�����������

���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
� 藤倉類���� 慶應義塾大学 ����������������������
� 馬場俊輔���� 大垣南高等学校 ����������������������
� 中村太郎���� 大分豊府高等学校 ����������������������
� 川村京太���� 東亜学園高等学校 ����������������������
� ジュリアン ガッツチョーク���� セントメリーズ �� ����������������������
� 菅原康平���� 中央大学 ����������������������
� 飯村一輝���� 龍谷大平安中学校 ����������������������
� 冨田優作���� 中央大学 ����������������������
� 杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ � ���� �� � ��� ����������������������
�� 井神俊兵���� 和歌山北高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 藤澤将匡���� 仙台城南高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 石井魁���� 中央大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 四元澪���� 日本大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 橋本祥英���� 立教新座中学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 西口泰嵩���� 東亜学園高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
�� ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� �� � ���� �� � ��� ��������
��� 溝口晴也���� 大垣南高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 林祥蓮���� 鹿児島高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 菅谷優斗���� 柏陵高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 福田亮介���� はしまモア � ���� �� � ��� ��������
��� 松渕真平���� 日本大学 � ���� �� � ��� ��������
�� 石村隆之介���� 岩国工業高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 北村創拓���� 法政大学第二高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 森大翔���� 向陽高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 村上拳���� 気仙沼高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 山口改���� ����� � ���� �� � ��� ��������
��� ビューワーニック ダグラス���� ����� � ���� �� � ��� ��������
��� 笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 根橋大空���� 拓殖大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 小田隆介���� 法政大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 佐久間朝陽���� 柏陵高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 水野怜央名���� 慶應義塾高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 太田航輔���� 和歌山東高等学校 � ���� �� �� ��� ��������
�� 堀部聖太���� 岩国工業高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 北村透海���� 法政大学 � ���� �� � ��� ��������
�� 井川晃暉���� 日本大学 � ���� �� � ��� ��������
��� 太田拓輝���� 愛工大名電高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 橋爪雄大���� 日本体育大学 � ���� �� � ��� ��������
�� 内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 高梨遼太朗���� 専修大学 � ���� �� � �� ��������
��� 柏原翔太���� 岩国工業高等学校 � ���� �� � �� ��������
��� 猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校 � ���� �� � �� ��������
�� 荒金泰成���� 明治大学 � ���� �� � �� ��������
��� 勅使河原明日架���� 大垣南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 田辺空我���� 富山西高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 田中風舞���� 龍谷大平安高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 仙波響���� 宇都宮南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山本力也���� 日本大学 � ���� �� � �� ��������
�� 岩田圭介���� 法政大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 成田航也���� 秋田北鷹高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 河村一摩���� はしまモア � ���� �� �� �� ��������
��� 原田晃佑���� 朝日大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 水流颯���� 鹿児島高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 大竹諒���� 岐阜各務野高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 金築元喜���� 日本大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 坪颯馬���� 田名部高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 海老原樹���� 日本大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 柏崎瑞仁���� 田名部高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 堀根悠来���� 検見川高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 檜垣純堅���� 松山����� � ���� �� �� �� ��������
�� 木下南琉���� 岩国工業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 吉弘航平���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 大野潤平���� 乙訓高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 原田神魁���� 愛知工業大学 � ���� �� �� �� ��������



���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
�� 伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 宿院徳真���� 乙訓高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 京極光志���� 宇都宮南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 菊元雪���� 和北ジュニアクラブ � ���� �� �� �� ��������
��� 永澤宏紀���� 慶應義塾大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 瓜生陽���� 関西学院大学 � ���� �� �� � ��������
��� 村崎祐真���� 龍谷大学 � ���� �� �� � ��������
��� 若林直希���� 専修大学 � ���� �� �� � ��������
��� 中村健人���� 箕輪進修高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 田所龍弥���� 岩国工業高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 黒川康貴���� 近畿大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 永原正大���� 水橋高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 江藤和博���� 拓殖大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 相内大地���� 青森北高今別校舎 � ���� �� �� �� ��������
�� 西脇裕馬���� 上宮高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 小田翔一朗���� 別府翔青高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山田一八���� 高松北高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 仙葉遼輔���� 秋田南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 大釜辰也���� 関西学院大学 � ���� �� �� � ��������
�� 宮地恭平���� 愛知工業大学 � ���� �� �� � ��������
�� 川端優太���� 武生商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 三浦知哉���� ��� � ���� �� �� �� ��������
�� 澁谷和典���� 清風高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 板楠大知���� 翔陽高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 西村啓佑���� 乙訓高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 黒澤塁���� 光ヶ丘�� � ���� �� �� �� ��������
��� 浅井一抹���� 松任高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 佐野航琉���� 富山西高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 小貫暁人���� 柏陵高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 薮一輝���� 愛知工業大学 � ���� �� �� �� ��������
���� 仲田知喜���� 青山学院大学 � ���� �� �� �� ��������
���� 坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校 � ���� �� �� �� ��������
���� 石井勇多���� 水戸クラブ � ���� �� �� �� ��������
���� 石井和真���� 立教新座高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 松村尚輝���� 三本松高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 � ���� � �� �� ��������
��� 隅岡元気���� 新田高等学校 � ���� � �� �� ����������
��� 山本稀琉���� 法政大学第二高等学校 � ���� �� �� �� ����������
��� 井上航���� 京都産業大学 � ���� � �� �� ����������
��� 加藤啓吾���� 同志社大学 � ���� � �� �� ����������
��� 清水稜介���� 水橋高等学校 � ���� �� �� �� ����������
���� 鎌倉京平���� 伊那北高等学校 � ���� � �� �� ����������
���� 齋藤駿���� 川俣高等学校 � ���� � �� �� ����������
���� 浦川佳之���� 京都産業大学 � ���� � �� �� ����������
���� 加藤巨樹���� 水橋高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 野村奈生樹���� 甲陵高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 竹村連���� 慶應義塾大学 � ���� � �� ��� ����������
��� 佐藤悠雅���� 福岡県�� � ���� � �� ��� ����������
��� 高杉有吾���� 高松北高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 藤原大二朗���� 安来高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 小﨑一磨���� 海星高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
��� 佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
���� 三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 小林歩未���� 甲斐清和高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 森田祥央���� 翔陽高等学校 � ���� �� �� �� ����������
���� 福光勇太���� 近畿大学 � ���� �� �� �� ����������
��� 辻中悠真���� 清風高等学校 � ���� �� �� �� ����������
���� 中原究���� 諫早商業高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
���� 本間英太���� 川俣高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
���� 佐藤光琉���� 海星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 髙木大夢���� 専修大学 � ���� � �� ��� ����������
���� 井口涼太���� 沼田高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 田中良樹���� 伊那北高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 坪本能幸���� 清風高等学校 � ���� � �� ��� ����������



���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
���� 岡田寛大���� 玉野光南高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 菊池隆太���� 田名部高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 川﨑陸���� 尚絅学院高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 小林聖矢���� 伊那北高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 長谷川雅也���� 愛知工業大学 � ���� � �� ��� ����������
���� 見目宏介���� フェンサーズファクトリー � ���� � �� ��� ����������
���� 辻村銀太���� 金沢伏見高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中 � ���� � �� ��� ����������
���� 服部毅瑠���� 学習院大学 � ���� � �� ��� ����������
���� 小川智也���� 静岡クラブ � ���� � �� ��� ����������
��� 花田一真���� 宮崎南高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 高津碧���� 福岡魁誠高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 上野智広���� 日田高校 � ���� � �� ��� ����������
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箕輪進修高等学校

岩国工業高等学校

宇都宮南高等学校

三本松高等学校

三島高等学校

富山西高等学校

柏陵高等学校

武生商業高等学校

松山�����

岩国工業高等学校

愛知工業大学

秋田北鷹高等学校

法政大学第二高等学校

拓殖大学

秋田北鷹高等学校

岐阜各務野高等学校

米沢興譲館高等学校

愛工大名電高等学校

日本体育大学

富山西高等学校

鹿児島高等学校

和北ジュニアクラブ

水橋高等学校

�����
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柏陵高等学校

東京学館新潟高等学校

愛工大名電高等学校

秋田北鷹高等学校

札幌大谷高等学校

仙台城南高等学校

岩国工業高等学校

乙訓高等学校

日本大学

愛工大名電高等学校

別府翔青高等学校

向陽高等学校

気仙沼高等学校

高松北高等学校

愛知工業大学

田名部高等学校

翔陽高等学校

和歌山東高等学校

専修大学

青山学院大学

法政大学

龍谷大学

龍谷大平安高等学校

はしまモア
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日本大学

宮崎南高等学校

関西学院大学

日本大学

水戸クラブ

明治大学

慶應義塾高等学校

清風高等学校

埼玉栄高等学校

乙訓高等学校

秋田南高等学校

拓殖大学

�����

上宮高等学校

乙訓高等学校

日本大学

光ヶ丘��

法政大学

岩国工業高等学校

愛知工業大学

はしまモア

高崎商大附属高等学校

羽島北高等学校

大垣南高等学校
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岩国工業高等学校

近畿大学

慶應義塾大学

朝日大学

柏陵高等学校

仙台城南高等学校

日本大学

松任高等学校

田名部高等学校

宇都宮南高等学校

青森北高今別校舎

埼玉栄高等学校

法政大学

関西学院大学

鹿児島南高等学校

検見川高等学校

���

鹿児島南高等学校

大垣南高等学校

立教新座高等学校

龍谷大平安高等学校

専修大学

札幌大谷高等学校

鹿児島高等学校



第２６回ＪＯＣ 第１日
����年�月��日��������

���� ���� ���� ������� �����
� 藤倉類���� 慶應義塾大学 ��������
� 馬場俊輔���� 大垣南高等学校 ��������
� 中村太郎���� 大分豊府高等学校 ��������
� 川村京太���� 東亜学園高等学校 ��������
� ジュリアン ガッツチョーク���� セントメリーズ �� ��������
� 菅原康平���� 中央大学 ��������
� 飯村一輝���� 龍谷大平安中学校 ��������
� 冨田優作���� 中央大学 ��������
� 杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ ��������
�� 井神俊兵���� 和歌山北高等学校 ��������
�� 藤澤将匡���� 仙台城南高等学校 ��������
�� 石井魁���� 中央大学 ��������
��� 四元澪���� 日本大学 ��������
��� メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校 ��������
�� 橋本祥英���� 立教新座中学校 ��������
�� 西口泰嵩���� 東亜学園高等学校 ��������
��� 松渕真平���� 日本大学 ��������
��� 溝口晴也���� 大垣南高等学校 ��������
��� 山口改���� ����� ��������
��� 村上拳���� 気仙沼高等学校 ��������
�� 神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校 ��������
�� 水野怜央名���� 慶應義塾高等学校 ��������
�� 堀部聖太���� 岩国工業高等学校 ��������
�� 北村透海���� 法政大学 ��������
�� 井川晃暉���� 日本大学 ��������
�� 猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校 ��������
��� 田辺空我���� 富山西高等学校 ��������
��� 勅使河原明日架���� 大垣南高等学校 ��������
�� 岩田圭介���� 法政大学 ��������
�� 大竹諒���� 岐阜各務野高等学校 ��������
�� 永澤宏紀���� 慶應義塾大学 ��������
�� 川端優太���� 武生商業高等学校 ��������
�� ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� �� ����������
��� 林祥蓮���� 鹿児島高等学校 ����������
��� 菅谷優斗���� 柏陵高等学校 ����������
��� 福田亮介���� はしまモア ����������
��� 北村創拓���� 法政大学第二高等学校 ����������
��� 森大翔���� 向陽高等学校 ����������
�� 根橋大空���� 拓殖大学 ����������
�� 宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校 ����������
�� 太田航輔���� 和歌山東高等学校 ����������
�� 橋爪雄大���� 日本体育大学 ����������
�� 柏原翔太���� 岩国工業高等学校 ����������
�� 山本力也���� 日本大学 ����������
�� 原田晃佑���� 朝日大学 ����������
�� 吉弘航平���� 鹿児島南高等学校 ����������
�� 宿院徳真���� 乙訓高等学校 ����������
�� 京極光志���� 宇都宮南高等学校 ����������
�� 石村隆之介���� 岩国工業高等学校 ����������
��� 笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校 ����������
��� ビューワーニック ダグラス���� ����� ����������
�� 小田隆介���� 法政大学 ����������
�� 佐久間朝陽���� 柏陵高等学校 ����������
�� 太田拓輝���� 愛工大名電高等学校 ����������
�� 内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校 ����������
�� 高梨遼太朗���� 専修大学 ����������
�� 荒金泰成���� 明治大学 ����������
��� 仙波響���� 宇都宮南高等学校 ����������
��� 田中風舞���� 龍谷大平安高等学校 ����������
��� 成田航也���� 秋田北鷹高等学校 ����������
��� 河村一摩���� はしまモア ����������
��� 坪颯馬���� 田名部高等学校 ����������
��� 金築元喜���� 日本大学 ����������
�� 海老原樹���� 日本大学 ����������
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 ����������
�� 堀根悠来���� 検見川高等学校 ����������
�� 木下南琉���� 岩国工業高等学校 ����������
�� 大野潤平���� 乙訓高等学校 ����������
�� 原田神魁���� 愛知工業大学 ����������



���� ���� ���� ������� �����
�� 伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校 ����������
�� 長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校 ����������
�� 加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校 ����������
��� 村崎祐真���� 龍谷大学 ����������
��� 瓜生陽���� 関西学院大学 ����������
�� 中村健人���� 箕輪進修高等学校 ����������
�� 阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校 ����������
�� 永原正大���� 水橋高等学校 ����������
�� 江藤和博���� 拓殖大学 ����������
�� 板楠大知���� 翔陽高等学校 ����������
�� 佐野航琉���� 富山西高等学校 ����������
�� 水流颯���� 鹿児島高等学校 ����������
�� 柏崎瑞仁���� 田名部高等学校 ����������
�� 檜垣純堅���� 松山����� ����������
�� 佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校 ����������
�� 菊元雪���� 和北ジュニアクラブ ����������
��� 田所龍弥���� 岩国工業高等学校 ����������
��� 若林直希���� 専修大学 ����������
��� 稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校 ����������
��� 吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校 ����������
��� 稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校 ����������
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 ����������
�� 黒川康貴���� 近畿大学 ����������
�� 相内大地���� 青森北高今別校舎 ����������
�� 西脇裕馬���� 上宮高等学校 ����������
�� 小田翔一朗���� 別府翔青高等学校 ����������
�� 山田一八���� 高松北高等学校 ����������
�� 仙葉遼輔���� 秋田南高等学校 ����������
�� 大釜辰也���� 関西学院大学 ����������
�� 宮地恭平���� 愛知工業大学 ����������
��� 三浦知哉���� ��� ����������
��� 澁谷和典���� 清風高等学校 ����������
��� 西村啓佑���� 乙訓高等学校 ����������
��� 黒澤塁���� 光ヶ丘�� ����������
��� 浅井一抹���� 松任高等学校 ����������
��� 大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校 ����������
��� 小貫暁人���� 柏陵高等学校 ����������
��� 薮一輝���� 愛知工業大学 ����������
���� 坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校 ����������
���� 仲田知喜���� 青山学院大学 ����������
���� 石井勇多���� 水戸クラブ ����������
���� 石井和真���� 立教新座高等学校 ����������
��� 松村尚輝���� 三本松高等学校 ����������
��� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 ����������
��� 隅岡元気���� 新田高等学校 ����������
��� 山本稀琉���� 法政大学第二高等学校 ����������
��� 井上航���� 京都産業大学 ����������
��� 加藤啓吾���� 同志社大学 ����������
��� 清水稜介���� 水橋高等学校 ����������
���� 浦川佳之���� 京都産業大学 ����������
���� 齋藤駿���� 川俣高等学校 ����������
���� 鎌倉京平���� 伊那北高等学校 ����������
���� 野村奈生樹���� 甲陵高等学校 ����������
���� 加藤巨樹���� 水橋高等学校 ����������
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 ����������
��� 竹村連���� 慶應義塾大学 ����������
��� 佐藤悠雅���� 福岡県�� ����������
��� 高杉有吾���� 高松北高等学校 ����������
��� 藤原大二朗���� 安来高等学校 ����������
��� 小﨑一磨���� 海星高等学校 ����������
��� 佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校 ����������
���� 三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校 ����������
���� 小林歩未���� 甲斐清和高等学校 ����������
���� 福光勇太���� 近畿大学 ����������
���� 森田祥央���� 翔陽高等学校 ����������
��� 辻中悠真���� 清風高等学校 ����������
���� 本間英太���� 川俣高等学校 ����������
���� 中原究���� 諫早商業高等学校 ����������
���� 井口涼太���� 沼田高等学校 ����������
���� 髙木大夢���� 専修大学 ����������
���� 佐藤光琉���� 海星高等学校 ����������
���� 坪本能幸���� 清風高等学校 ����������
���� 岡田寛大���� 玉野光南高等学校 ����������
���� 田中良樹���� 伊那北高等学校 ����������



���� ���� ���� ������� �����
���� 菊池隆太���� 田名部高等学校 ����������
���� 川﨑陸���� 尚絅学院高等学校 ����������
���� 長谷川雅也���� 愛知工業大学 ����������
���� 小林聖矢���� 伊那北高等学校 ����������
���� 見目宏介���� フェンサーズファクトリー ����������
���� 辻村銀太���� 金沢伏見高等学校 ����������
���� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 ����������
���� 小川智也���� 静岡クラブ ����������
���� 杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中 ����������
���� 服部毅瑠���� 学習院大学 ����������
��� 花田一真���� 宮崎南高等学校 ����������
��� 高津碧���� 福岡魁誠高等学校 ����������
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 ����������
��� 上野智広���� 日田高校 ����������
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慶應義塾大学

武生商業高等学校

日本大学

立教新座中学校

和歌山北高等学校

法政大学

日本大学

龍谷大平安中学校

中央大学

富山西高等学校

鹿児島南高等学校

中央大学

日本大学

気仙沼高等学校

法政大学

東亜学園高等学校

大分豊府高等学校

岐阜各務野高等学校

�����

東亜学園高等学校

仙台城南高等学校

慶應義塾高等学校

大垣南高等学校

セントメリーズ ��

中央大学

仙台城南高等学校

岩国工業高等学校

長野ジュニアＦＣ

東亜学園高等学校

大垣南高等学校

慶應義塾大学

大垣南高等学校

�

�������������������

東亜学園高等学校
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慶應義塾大学

龍谷大平安中学校

中央大学

東亜学園高等学校

大分豊府高等学校

セントメリーズ ��

岩国工業高等学校

大垣南高等学校

�

�������������������

東亜学園高等学校

セントメリーズ ��



第２６回ＪＯＣ 第１日
����年�月��日��������
�����������

����� ���� ����� �������
� 馬場俊輔���� 大垣南高等学校
� 藤倉類���� 慶應義塾大学
� 川村京太���� 東亜学園高等学校
� ジュリアン ガッツチョーク���� セントメリーズ ��
� 中村太郎���� 大分豊府高等学校
� 飯村一輝���� 龍谷大平安中学校
� 石井魁���� 中央大学
� 堀部聖太���� 岩国工業高等学校
� 井神俊兵���� 和歌山北高等学校
�� 藤澤将匡���� 仙台城南高等学校
�� 四元澪���� 日本大学
�� 西口泰嵩���� 東亜学園高等学校
�� 松渕真平���� 日本大学
�� 山口改���� �����
�� 猪狩つばさ���� 仙台城南高等学校
�� 田辺空我���� 富山西高等学校
�� 菅原康平���� 中央大学
�� 冨田優作���� 中央大学
�� 杉岡瑞基���� 長野ジュニアＦＣ
�� メンドーザ ミゲール���� 東亜学園高等学校
�� 橋本祥英���� 立教新座中学校
�� 溝口晴也���� 大垣南高等学校
�� 村上拳���� 気仙沼高等学校
�� 神宮司真矢���� 鹿児島南高等学校
�� 水野怜央名���� 慶應義塾高等学校
�� 北村透海���� 法政大学
�� 井川晃暉���� 日本大学
�� 勅使河原明日架���� 大垣南高等学校
�� 岩田圭介���� 法政大学
�� 大竹諒���� 岐阜各務野高等学校
�� 永澤宏紀���� 慶應義塾大学
�� 川端優太���� 武生商業高等学校
�� ロレンツォーニ ダビデ���� ���������� ��
��� 福田亮介���� はしまモア
��� 林祥蓮���� 鹿児島高等学校
��� 菅谷優斗���� 柏陵高等学校
��� 森大翔���� 向陽高等学校
��� 北村創拓���� 法政大学第二高等学校
�� 根橋大空���� 拓殖大学
�� 宮崎泰我���� 秋田北鷹高等学校
�� 太田航輔���� 和歌山東高等学校
�� 橋爪雄大���� 日本体育大学
�� 柏原翔太���� 岩国工業高等学校
�� 山本力也���� 日本大学
�� 原田晃佑���� 朝日大学
�� 吉弘航平���� 鹿児島南高等学校
�� 宿院徳真���� 乙訓高等学校
�� 京極光志���� 宇都宮南高等学校
�� 石村隆之介���� 岩国工業高等学校
��� ビューワーニック ダグラス���� �����
��� 笠原慎太郎���� 埼玉栄高等学校
�� 小田隆介���� 法政大学
�� 佐久間朝陽���� 柏陵高等学校
�� 太田拓輝���� 愛工大名電高等学校
�� 内ケ崎良磨���� 仙台城南高等学校
�� 高梨遼太朗���� 専修大学
�� 荒金泰成���� 明治大学
��� 仙波響���� 宇都宮南高等学校
��� 田中風舞���� 龍谷大平安高等学校
��� 河村一摩���� はしまモア
��� 成田航也���� 秋田北鷹高等学校
��� 坪颯馬���� 田名部高等学校
��� 金築元喜���� 日本大学
�� 海老原樹���� 日本大学
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校
�� 堀根悠来���� 検見川高等学校
�� 木下南琉���� 岩国工業高等学校
�� 大野潤平���� 乙訓高等学校



����� ���� ����� �������
�� 原田神魁���� 愛知工業大学
�� 伊藤真吾���� 愛工大名電高等学校
�� 長沼偉穏���� 高崎商大附属高等学校
�� 加賀匠馬���� 愛工大名電高等学校
��� 村崎祐真���� 龍谷大学
��� 瓜生陽���� 関西学院大学
�� 中村健人���� 箕輪進修高等学校
�� 阿部陽馬���� 札幌大谷高等学校
�� 永原正大���� 水橋高等学校
�� 江藤和博���� 拓殖大学
�� 板楠大知���� 翔陽高等学校
�� 佐野航琉���� 富山西高等学校
�� 水流颯���� 鹿児島高等学校
�� 柏崎瑞仁���� 田名部高等学校
�� 檜垣純堅���� 松山�����
�� 佐藤武揚���� 秋田北鷹高等学校
�� 菊元雪���� 和北ジュニアクラブ
��� 若林直希���� 専修大学
��� 田所龍弥���� 岩国工業高等学校
��� 稲倉宗暉���� 宮崎南高等学校
��� 吉田樹生���� 龍谷大平安高等学校
��� 稲垣恵人���� 東京学館新潟高等学校
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校
�� 黒川康貴���� 近畿大学
�� 相内大地���� 青森北高今別校舎
�� 西脇裕馬���� 上宮高等学校
�� 小田翔一朗���� 別府翔青高等学校
�� 山田一八���� 高松北高等学校
�� 仙葉遼輔���� 秋田南高等学校
�� 大釜辰也���� 関西学院大学
�� 宮地恭平���� 愛知工業大学
��� 三浦知哉���� ���
��� 澁谷和典���� 清風高等学校
��� 西村啓佑���� 乙訓高等学校
��� 黒澤塁���� 光ヶ丘��
��� 浅井一抹���� 松任高等学校
��� 大西ひかる���� 米沢興譲館高等学校
��� 小貫暁人���� 柏陵高等学校
��� 薮一輝���� 愛知工業大学
���� 坂本皓陽���� 札幌大谷高等学校
���� 仲田知喜���� 青山学院大学
���� 石井勇多���� 水戸クラブ
���� 石井和真���� 立教新座高等学校
��� 松村尚輝���� 三本松高等学校
��� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校
��� 隅岡元気���� 新田高等学校
��� 山本稀琉���� 法政大学第二高等学校
��� 井上航���� 京都産業大学
��� 加藤啓吾���� 同志社大学
��� 清水稜介���� 水橋高等学校
���� 齋藤駿���� 川俣高等学校
���� 浦川佳之���� 京都産業大学
���� 鎌倉京平���� 伊那北高等学校
���� 加藤巨樹���� 水橋高等学校
���� 野村奈生樹���� 甲陵高等学校
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校
��� 竹村連���� 慶應義塾大学
��� 佐藤悠雅���� 福岡県��
��� 高杉有吾���� 高松北高等学校
��� 藤原大二朗���� 安来高等学校
��� 小﨑一磨���� 海星高等学校
��� 佐藤真輝���� 東京学館新潟高等学校
���� 三浦基輝���� 秋田北鷹高等学校
���� 小林歩未���� 甲斐清和高等学校
���� 福光勇太���� 近畿大学
���� 森田祥央���� 翔陽高等学校
��� 辻中悠真���� 清風高等学校
���� 本間英太���� 川俣高等学校
���� 中原究���� 諫早商業高等学校
���� 佐藤光琉���� 海星高等学校
���� 髙木大夢���� 専修大学
���� 井口涼太���� 沼田高等学校
���� 坪本能幸���� 清風高等学校
���� 田中良樹���� 伊那北高等学校



����� ���� ����� �������
���� 岡田寛大���� 玉野光南高等学校
���� 菊池隆太���� 田名部高等学校
���� 川﨑陸���� 尚絅学院高等学校
���� 見目宏介���� フェンサーズファクトリー
���� 長谷川雅也���� 愛知工業大学
���� 辻村銀太���� 金沢伏見高等学校
���� 小林聖矢���� 伊那北高等学校
���� 小川智也���� 静岡クラブ
���� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校
���� 服部毅瑠���� 学習院大学
���� 杉山比呂���� 東海大静岡翔洋高・中
��� 花田一真���� 宮崎南高等学校
��� 高津碧���� 福岡魁誠高等学校
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校
��� 上野智広���� 日田高校
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