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� 安優人���� 水戸葵陵高等学校 ��
� 安井康太郎���� 龍谷大平安高等学校 ��
� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 ���
� 井上航���� 京都産業大学 ���
� 稲田英人���� 愛工大名電高等学校 ���
� 永松泰樹���� 長崎工業高等学校 ���
� 永田航���� 鹿児島南高等学校 ��
� 遠藤虎太郎���� 箕輪進修高等学校 ���
� 岡村怜音���� 米沢市�スポーツ少年団 ��
�� 岡部佑斗���� 栃木商業高等学校 ���
�� 加藤響���� 愛工大名電高等学校 ��
�� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 ��
�� 関口光一���� 立教新座高等学校 ��
�� 菊地駿希���� 仙台第二高等学校 ���
�� 吉川元人���� 日本体育大学 ��
�� 吉田多聞���� ＪＯＣエリートアカデミー �
�� 吉良友汰���� 日本大学 ��
�� 宮﨑孝司郎���� 福岡県�� ��
�� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 ��
�� 京山幸世���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 橋本直樹���� 慶應義塾大学 ��
�� 金森冬馬���� 和歌山東高等学校 ���
�� 金道竜太���� 富山西高等学校 ��
�� 熊倉龍星���� 栃木翔南高等学校 ���
�� 鍵本開里���� 大分豊府高等学校 ���
�� 古川蓮���� 鹿児島南高等学校 ��
�� 戸巻政哉���� 朝日大学 ��
�� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 高山幸大���� 鹿児島ＪＲ��� ��
�� 今井楓人���� 甲陵高等学校 ���
�� 紺屋雅輝���� 専修大学 ��
�� 佐々木舜輔���� 慶應義塾大学 ��
�� 佐藤悠也���� 秋田北鷹高等学校 ���
�� 佐藤龍一���� 検見川高等学校 ���
�� 才木良太���� 富山パレス�� ���
�� 山根颯人���� 神戸大附属中等教育学校 ��
�� 山田黎乙���� 早稲田高等学校 ���
�� 山本健斗���� 慶應義塾大学 ��
�� 山本真太郎���� 法政大学 ��
�� 山﨑中���� 朝日大学 ��
�� 市岡拓也���� 関西学院大学 ��
�� 志村駿介���� 学習院大学 ���
�� 児玉大樹���� 東京大学 ���
�� 若月航矢���� 日本体育大学 �
�� 守口一真���� 朝日大学 ��
�� 小岩聖那���� 一関第二高等学校 ���
�� 小久保真旺���� ����� �
�� 小久保遥斗���� 鳥羽高等学校 �
�� 小向辰旺���� 西大寺高等学校 ���
�� 小田隆介���� 法政大学 ��
�� 松井康太���� 柳井学園高等学校 ���
�� 松永一朗���� 長崎工業高等学校 ���
�� 松永健吾���� 日本大学 ��
�� 松村尚輝���� 三本松高等学校 ���
�� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 ���
�� 松尾千尋���� 柳井学園高等学校 ��
�� 松本純也���� 沼田高等学校 ��
�� 森川仁���� 和歌山東高等学校 ���
�� 森多諒���� 柳井学園高等学校 ���
�� 須藤嶺央���� 法政大学第二高等学校 ��
�� 水上映斗���� 埼玉栄高等学校 ��
�� 水野智之���� 慶應義塾大学 ��
�� 杉山颯季���� 朝日大学 ��
�� 杉本隆大���� 日本大学豊山高等学校 �
�� 杉野照瑛���� 宮崎南高等学校 ���
�� 成田武永���� 青森明の星高等学校 ��
�� 西田大地���� 愛知工業大学 ���
�� 青木貴雅���� 早稲田大学 ��
�� 石井豪���� ���� ��



� ���� ����� ������� ����
�� 川口晴司���� 海星高等学校 ���
�� 川村隆友���� 慶應義塾大学 ��
�� 川田崇暉���� 三本松高等学校 ��
�� 早坂拓能���� 山形東高等学校 ���
�� 大后秀明���� 龍谷大平安高等学校 ���
�� 大杉俊之���� 早稲田高等学校 ���
�� 大北唯斗���� 羽島北高等学校 ��
�� 谷下尚弥���� 武生高等学校 ��
�� 竹之内太一���� 宮崎南高等学校 ���
�� 中村冠太���� 立教大学 ��
�� 中村俊介���� 山形東高等学校 ���
�� 長嶋柊司���� 海星高等学校 ��
�� 津森志道���� 島根クラブ ��
�� 坪颯登���� ＪＯＣエリートアカデミー �
�� 坪本能幸���� 清風高等学校 ��
�� 田中智也���� 東葛飾高等学校 ��
�� 田中良樹���� 伊那北高等学校 ���
�� 田内稜大���� 大垣南高等学校 ��
�� 土井薫���� 沼田高等学校 ��
�� 那須孝太郎���� 神辺旭高等学校 ���
�� 納谷優助���� 田名部高等学校 ���
�� 柏木慈理���� 日本大学 ��
�� 幡野一貴���� 明治大学 ��
�� 尾矢陽太���� 愛工大名電高等学校 �
�� 服部毅瑠���� 学習院大学 ���
�� 平山裕汰���� 川俣高等学校 ��
�� 平田佳史樹���� 中央大学 ��
�� 平田歩己���� 清風高等学校 ���
�� 平田悠翔���� 福岡県�� ���
�� 平野航大���� 中央大学 ��
��� 平野颯人���� 福岡魁誠高等学校 ���
��� 木下秀信���� 慶應義塾高等学校 ��
��� 木村友哉���� 日本大学豊山高等学校 ��
��� 野村涼���� 中央大学 �
��� 野中開���� 東京学館新潟高等学校 ���
��� 矢田圭佑���� 大分豊府高等学校 ���
��� 落合信五���� 田方農業高等学校 ���
��� 留場智也���� 田方農業高等学校 ��
��� 力武優斗���� 清風高等学校 ���
��� 蓮池岳仁���� 関西学院大学 ��
��� 鷲尾浩治���� 立命館大学 ��
��� 廣瀬穣朱阿���� 甲斐清和高等学校 ���
��� 淺野裕暉���� 日本大学 �
��� 齋藤雄太���� 仙台第三高等学校 ���
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 ��
��� 髙田恭成���� 秋田北鷹高等学校 ���
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志村駿介���� 学習院大学

大后秀明���� 龍谷大平安高等学校

鷲尾浩治���� 立命館大学

留場智也���� 田方農業高等学校

��������
�����������

平田悠翔���� 福岡県��

力武優斗���� 清風高等学校

京山幸世���� 埼玉栄高等学校

安井康太郎���� 龍谷大平安高等学校

平田佳史樹���� 中央大学



��������
�����������

佐藤龍一���� 検見川高等学校

佐々木舜輔���� 慶應義塾大学

古川蓮���� 鹿児島南高等学校

戸巻政哉���� 朝日大学

髙田恭成���� 秋田北鷹高等学校

�������
�����������

小田隆介���� 法政大学

野中開���� 東京学館新潟高等学校

今井楓人���� 甲陵高等学校

平山裕汰���� 川俣高等学校

安優人���� 水戸葵陵高等学校

�������
�����������

早坂拓能���� 山形東高等学校

山本健斗���� 慶應義塾大学

山根颯人���� 神戸大附属中等教育学校

松田頼弥���� 札幌光星高等学校

津森志道���� 島根クラブ

��������
�����������

才木良太���� 富山パレス��

蓮池岳仁���� 関西学院大学

江村凌平���� 埼玉栄高等学校

永松泰樹���� 長崎工業高等学校

杉野照瑛���� 宮崎南高等学校



�������
�����������

松村尚輝���� 三本松高等学校

児玉大樹���� 東京大学

井上航���� 京都産業大学

紺屋雅輝���� 専修大学

山﨑中���� 朝日大学

�������
�����������

成田武永���� 青森明の星高等学校

小岩聖那���� 一関第二高等学校

熊倉龍星���� 栃木翔南高等学校

稲田英人���� 愛工大名電高等学校

橋本直樹���� 慶應義塾大学



第２６回ＪＯＣ第２日
����年�月��日��������
�����������

���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
� 吉田多聞���� ＪＯＣエリートアカデミー ����������������������
� 尾矢陽太���� 愛工大名電高等学校 ����������������������
� 杉本隆大���� 日本大学豊山高等学校 ����������������������
� 野村涼���� 中央大学 ����������������������
� 淺野裕暉���� 日本大学 ����������������������
� 坪颯登���� ＪＯＣエリートアカデミー ����������������������
� 小久保遥斗���� 鳥羽高等学校 ����������������������
� 小久保真旺���� ����� ����������������������
� 若月航矢���� 日本体育大学 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 山本真太郎���� 法政大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 松永健吾���� 日本大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 鷲尾浩治���� 立命館大学 � ���� �� � ��� ����������������������
�� 水野智之���� 慶應義塾大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 谷下尚弥���� 武生高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 市岡拓也���� 関西学院大学 � ���� �� � ��� ����������������������
��� 柏木慈理���� 日本大学 � ���� �� � ��� ��������
��� 木村友哉���� 日本大学豊山高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 津森志道���� 島根クラブ � ���� �� � ��� ��������
�� 森多諒���� 柳井学園高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 古川蓮���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 永田航���� 鹿児島南高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 青木貴雅���� 早稲田大学 � ���� �� � ��� ��������
��� 水上映斗���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� � ��� ��������
��� 紺屋雅輝���� 専修大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 橋本直樹���� 慶應義塾大学 � ���� �� �� ��� ��������
��� 平田佳史樹���� 中央大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 中村冠太���� 立教大学 � ���� �� �� ��� ��������
�� 平野航大���� 中央大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 成田武永���� 青森明の星高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 松本純也���� 沼田高等学校 � ���� �� � ��� ��������
�� 山本健斗���� 慶應義塾大学 � ���� �� � ��� ��������
�� 田中智也���� 東葛飾高等学校 � ���� �� � �� ��������
�� 加藤響���� 愛工大名電高等学校 � ���� �� � �� ��������
�� 力武優斗���� 清風高等学校 � ���� �� � �� ��������
�� 石井豪���� ���� � ���� �� � �� ��������
��� 田内稜大���� 大垣南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 野中開���� 東京学館新潟高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 平山裕汰���� 川俣高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 川村隆友���� 慶應義塾大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 吉川元人���� 日本体育大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 佐々木舜輔���� 慶應義塾大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 高山幸大���� 鹿児島ＪＲ��� � ���� �� �� �� ��������
��� 坪本能幸���� 清風高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 関口光一���� 立教新座高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 土井薫���� 沼田高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 守口一真���� 朝日大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 木下秀信���� 慶應義塾高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 安優人���� 水戸葵陵高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 吉良友汰���� 日本大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 井上航���� 京都産業大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 大北唯斗���� 羽島北高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 佐藤龍一���� 検見川高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 山﨑中���� 朝日大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 松尾千尋���� 柳井学園高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 金道竜太���� 富山西高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 小田隆介���� 法政大学 � ���� �� �� � ��������
��� 山田黎乙���� 早稲田高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 岡村怜音���� 米沢市�スポーツ少年団 � ���� �� �� � ��������
��� 川田崇暉���� 三本松高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 京山幸世���� 埼玉栄高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 須藤嶺央���� 法政大学第二高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 小岩聖那���� 一関第二高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 長嶋柊司���� 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 � ���� �� �� �� ��������
��� 廣瀬穣朱阿���� 甲斐清和高等学校 � ���� �� �� �� ��������



���� ���� ���� ������� � ��� �� �� ��� �����
��� 竹之内太一���� 宮崎南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 才木良太���� 富山パレス�� � ���� �� �� �� ��������
�� 杉野照瑛���� 宮崎南高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 留場智也���� 田方農業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 森川仁���� 和歌山東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 平田歩己���� 清風高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 西田大地���� 愛知工業大学 � ���� �� �� � ��������
��� 鍵本開里���� 大分豊府高等学校 � ���� �� �� � ��������
��� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 � ���� �� �� � ��������
�� 蓮池岳仁���� 関西学院大学 � ���� �� �� �� ��������
��� 齊藤丈���� 山形東高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 戸巻政哉���� 朝日大学 � ���� �� �� �� ��������
�� 岡部佑斗���� 栃木商業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
�� 永松泰樹���� 長崎工業高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 納谷優助���� 田名部高等学校 � ���� �� �� �� ��������
��� 平田悠翔���� 福岡県�� � ���� �� �� �� ��������
�� 小向辰旺���� 西大寺高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 金森冬馬���� 和歌山東高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 幡野一貴���� 明治大学 � ���� �� �� �� ����������
�� 大后秀明���� 龍谷大平安高等学校 � ���� � �� �� ����������
�� 矢田圭佑���� 大分豊府高等学校 � ���� � �� �� ����������
�� 山根颯人���� 神戸大附属中等教育学校 � ���� � �� �� ����������
�� 川口晴司���� 海星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 松井康太���� 柳井学園高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 熊倉龍星���� 栃木翔南高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 遠藤虎太郎���� 箕輪進修高等学校 � ���� �� �� �� ����������
�� 田中良樹���� 伊那北高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
�� 菊地駿希���� 仙台第二高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
�� 佐藤悠也���� 秋田北鷹高等学校 � ���� � �� ��� ����������
�� 稲田英人���� 愛工大名電高等学校 � ���� �� �� �� ����������
��� 齋藤雄太���� 仙台第三高等学校 � ���� �� �� ��� ����������
��� 杉山颯季���� 朝日大学 � ���� �� �� ��� ����������
���� 児玉大樹���� 東京大学 � ���� � �� ��� ����������
���� 落合信五���� 田方農業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 平野颯人���� 福岡魁誠高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 宮﨑孝司郎���� 福岡県�� � ���� � �� ��� ����������
��� 安井康太郎���� 龍谷大平安高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 早坂拓能���� 山形東高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 今井楓人���� 甲陵高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 髙田恭成���� 秋田北鷹高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 中村俊介���� 山形東高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 松永一朗���� 長崎工業高等学校 � ���� � �� ��� ����������
���� 那須孝太郎���� 神辺旭高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 大杉俊之���� 早稲田高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 志村駿介���� 学習院大学 � ���� � �� ��� ����������
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 � ���� � �� ��� ����������
��� 服部毅瑠���� 学習院大学 � ���� � �� ��� ����������
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島根クラブ

栃木商業高等学校

朝日大学

慶應義塾高等学校

朝日大学

慶應義塾大学

三本松高等学校

海星高等学校

沼田高等学校

埼玉栄高等学校

和歌山東高等学校

早稲田高等学校

川俣高等学校

慶應義塾大学

柳井学園高等学校

田方農業高等学校

早稲田大学
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埼玉栄高等学校

三島高等学校

羽島北高等学校

清風高等学校

����

米沢市�スポーツ少年団

甲斐清和高等学校

慶應義塾大学

立教大学

宮崎南高等学校

埼玉栄高等学校

清風高等学校

鹿児島ＪＲ���

京都産業大学

大分豊府高等学校

福岡県��

柳井学園高等学校
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日本大学

田名部高等学校

関西学院大学

日本大学

立教新座高等学校

愛工大名電高等学校

一関第二高等学校

札幌光星高等学校

中央大学

専修大学

富山パレス��

富山西高等学校

東京学館新潟高等学校

慶應義塾大学

検見川高等学校

愛知工業大学

鹿児島南高等学校
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鹿児島南高等学校

清風高等学校

朝日大学

日本体育大学

大垣南高等学校

法政大学

宮崎南高等学校

中央大学

青森明の星高等学校

三本松高等学校

法政大学第二高等学校

東葛飾高等学校

沼田高等学校

水戸葵陵高等学校

山形東高等学校

長崎工業高等学校

日本大学豊山高等学校



第２６回ＪＯＣ第２日
����年�月��日��������

���� ���� ���� ������� �����
� 吉田多聞���� ＪＯＣエリートアカデミー ��������
� 尾矢陽太���� 愛工大名電高等学校 ��������
� 杉本隆大���� 日本大学豊山高等学校 ��������
� 野村涼���� 中央大学 ��������
� 淺野裕暉���� 日本大学 ��������
� 坪颯登���� ＪＯＣエリートアカデミー ��������
� 小久保遥斗���� 鳥羽高等学校 ��������
� 小久保真旺���� ����� ��������
� 若月航矢���� 日本体育大学 ��������
�� 山本真太郎���� 法政大学 ��������
��� 松永健吾���� 日本大学 ��������
��� 鷲尾浩治���� 立命館大学 ��������
�� 水野智之���� 慶應義塾大学 ��������
��� 谷下尚弥���� 武生高等学校 ��������
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校 ��������
��� 市岡拓也���� 関西学院大学 ��������
��� 木村友哉���� 日本大学豊山高等学校 ��������
��� 津森志道���� 島根クラブ ��������
��� 柏木慈理���� 日本大学 ��������
�� 森多諒���� 柳井学園高等学校 ��������
��� 水上映斗���� 埼玉栄高等学校 ��������
��� 青木貴雅���� 早稲田大学 ��������
��� 平田佳史樹���� 中央大学 ��������
��� 紺屋雅輝���� 専修大学 ��������
�� 中村冠太���� 立教大学 ��������
�� 成田武永���� 青森明の星高等学校 ��������
�� 加藤響���� 愛工大名電高等学校 ��������
�� 石井豪���� ���� ��������
�� 佐々木舜輔���� 慶應義塾大学 ��������
�� 坪本能幸���� 清風高等学校 ��������
�� 山﨑中���� 朝日大学 ��������
�� 川田崇暉���� 三本松高等学校 ��������
��� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校 ����������
��� 古川蓮���� 鹿児島南高等学校 ����������
�� 橋本直樹���� 慶應義塾大学 ����������
�� 松本純也���� 沼田高等学校 ����������
�� 田中智也���� 東葛飾高等学校 ����������
�� 力武優斗���� 清風高等学校 ����������
��� 田内稜大���� 大垣南高等学校 ����������
��� 野中開���� 東京学館新潟高等学校 ����������
�� 平山裕汰���� 川俣高等学校 ����������
�� 川村隆友���� 慶應義塾大学 ����������
�� 高山幸大���� 鹿児島ＪＲ��� ����������
�� 土井薫���� 沼田高等学校 ����������
�� 木下秀信���� 慶應義塾高等学校 ����������
�� 吉良友汰���� 日本大学 ����������
�� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校 ����������
�� 西田大地���� 愛知工業大学 ����������
�� 永田航���� 鹿児島南高等学校 ����������
�� 平野航大���� 中央大学 ����������
�� 山本健斗���� 慶應義塾大学 ����������
�� 吉川元人���� 日本体育大学 ����������
�� 関口光一���� 立教新座高等学校 ����������
�� 守口一真���� 朝日大学 ����������
�� 安優人���� 水戸葵陵高等学校 ����������
��� 井上航���� 京都産業大学 ����������
��� 大北唯斗���� 羽島北高等学校 ����������
�� 佐藤龍一���� 検見川高等学校 ����������
�� 松尾千尋���� 柳井学園高等学校 ����������
��� 金道竜太���� 富山西高等学校 ����������
��� 山田黎乙���� 早稲田高等学校 ����������
��� 小田隆介���� 法政大学 ����������
�� 岡村怜音���� 米沢市�スポーツ少年団 ����������
��� 小岩聖那���� 一関第二高等学校 ����������
��� 京山幸世���� 埼玉栄高等学校 ����������
��� 須藤嶺央���� 法政大学第二高等学校 ����������
�� 長嶋柊司���� 海星高等学校 ����������
�� 松村尚輝���� 三本松高等学校 ����������
��� 廣瀬穣朱阿���� 甲斐清和高等学校 ����������



���� ���� ���� ������� �����
��� 竹之内太一���� 宮崎南高等学校 ����������
�� 才木良太���� 富山パレス�� ����������
�� 杉野照瑛���� 宮崎南高等学校 ����������
��� 留場智也���� 田方農業高等学校 ����������
��� 森川仁���� 和歌山東高等学校 ����������
�� 平田歩己���� 清風高等学校 ����������
�� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校 ����������
�� 蓮池岳仁���� 関西学院大学 ����������
�� 齊藤丈���� 山形東高等学校 ����������
�� 岡部佑斗���� 栃木商業高等学校 ����������
�� 平田悠翔���� 福岡県�� ����������
�� 鍵本開里���� 大分豊府高等学校 ����������
�� 戸巻政哉���� 朝日大学 ����������
�� 永松泰樹���� 長崎工業高等学校 ����������
�� 納谷優助���� 田名部高等学校 ����������
�� 小向辰旺���� 西大寺高等学校 ����������
�� 金森冬馬���� 和歌山東高等学校 ����������
�� 幡野一貴���� 明治大学 ����������
�� 大后秀明���� 龍谷大平安高等学校 ����������
�� 矢田圭佑���� 大分豊府高等学校 ����������
�� 山根颯人���� 神戸大附属中等教育学校 ����������
�� 川口晴司���� 海星高等学校 ����������
�� 松井康太���� 柳井学園高等学校 ����������
�� 熊倉龍星���� 栃木翔南高等学校 ����������
�� 遠藤虎太郎���� 箕輪進修高等学校 ����������
�� 田中良樹���� 伊那北高等学校 ����������
�� 菊地駿希���� 仙台第二高等学校 ����������
�� 佐藤悠也���� 秋田北鷹高等学校 ����������
�� 稲田英人���� 愛工大名電高等学校 ����������
��� 齋藤雄太���� 仙台第三高等学校 ����������
��� 杉山颯季���� 朝日大学 ����������
���� 児玉大樹���� 東京大学 ����������
���� 宮﨑孝司郎���� 福岡県�� ����������
���� 平野颯人���� 福岡魁誠高等学校 ����������
���� 落合信五���� 田方農業高等学校 ����������
��� 安井康太郎���� 龍谷大平安高等学校 ����������
���� 早坂拓能���� 山形東高等学校 ����������
���� 今井楓人���� 甲陵高等学校 ����������
���� 髙田恭成���� 秋田北鷹高等学校 ����������
���� 中村俊介���� 山形東高等学校 ����������
���� 松永一朗���� 長崎工業高等学校 ����������
���� 那須孝太郎���� 神辺旭高等学校 ����������
��� 大杉俊之���� 早稲田高等学校 ����������
��� 志村駿介���� 学習院大学 ����������
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校 ����������
��� 服部毅瑠���� 学習院大学 ����������
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ＪＯＣエリートアカデミー

三本松高等学校

日本大学豊山高等学校

羽島北高等学校

法政大学

中央大学

立教大学

�����

日本大学

����

埼玉栄高等学校

日本大学

慶應義塾大学

柳井学園高等学校

慶應義塾大学

中央大学

日本大学豊山高等学校

清風高等学校

日本大学

武生高等学校

立命館大学

早稲田大学

愛工大名電高等学校

ＪＯＣエリートアカデミー

鳥羽高等学校

青森明の星高等学校

専修大学

日本体育大学

関西学院大学

島根クラブ

朝日大学

愛工大名電高等学校

�

�������������������

日本大学
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ＪＯＣエリートアカデミー

�����

日本大学

中央大学

日本大学豊山高等学校

ＪＯＣエリートアカデミー

日本体育大学

愛工大名電高等学校

�

�������������������

日本大学

ＪＯＣエリートアカデミー



第２６回ＪＯＣ第２日
����年�月��日��������
�����������

����� ���� ����� �������
� 尾矢陽太���� 愛工大名電高等学校
� 吉田多聞���� ＪＯＣエリートアカデミー
� 坪颯登���� ＪＯＣエリートアカデミー
� 松永健吾���� 日本大学
� 杉本隆大���� 日本大学豊山高等学校
� 野村涼���� 中央大学
� 小久保真旺���� �����
� 若月航矢���� 日本体育大学
� 淺野裕暉���� 日本大学
�� 小久保遥斗���� 鳥羽高等学校
�� 山本真太郎���� 法政大学
�� 水野智之���� 慶應義塾大学
�� 谷下尚弥���� 武生高等学校
��� 木村友哉���� 日本大学豊山高等学校
��� 津森志道���� 島根クラブ
�� 青木貴雅���� 早稲田大学
�� 鷲尾浩治���� 立命館大学
��� 市岡拓也���� 関西学院大学
��� 加藤颯人���� 羽島北高等学校
�� 柏木慈理���� 日本大学
�� 森多諒���� 柳井学園高等学校
�� 水上映斗���� 埼玉栄高等学校
��� 平田佳史樹���� 中央大学
��� 紺屋雅輝���� 専修大学
�� 中村冠太���� 立教大学
�� 成田武永���� 青森明の星高等学校
�� 加藤響���� 愛工大名電高等学校
�� 石井豪���� ����
�� 佐々木舜輔���� 慶應義塾大学
�� 坪本能幸���� 清風高等学校
�� 山﨑中���� 朝日大学
�� 川田崇暉���� 三本松高等学校
��� 江村凌平���� 埼玉栄高等学校
��� 古川蓮���� 鹿児島南高等学校
�� 橋本直樹���� 慶應義塾大学
�� 松本純也���� 沼田高等学校
�� 田中智也���� 東葛飾高等学校
�� 力武優斗���� 清風高等学校
��� 田内稜大���� 大垣南高等学校
��� 野中開���� 東京学館新潟高等学校
�� 平山裕汰���� 川俣高等学校
�� 川村隆友���� 慶應義塾大学
�� 高山幸大���� 鹿児島ＪＲ���
�� 土井薫���� 沼田高等学校
�� 木下秀信���� 慶應義塾高等学校
�� 吉良友汰���� 日本大学
�� 松田頼弥���� 札幌光星高等学校
�� 西田大地���� 愛知工業大学
�� 永田航���� 鹿児島南高等学校
�� 平野航大���� 中央大学
�� 山本健斗���� 慶應義塾大学
�� 吉川元人���� 日本体育大学
�� 関口光一���� 立教新座高等学校
�� 守口一真���� 朝日大学
�� 安優人���� 水戸葵陵高等学校
��� 井上航���� 京都産業大学
��� 大北唯斗���� 羽島北高等学校
�� 佐藤龍一���� 検見川高等学校
�� 松尾千尋���� 柳井学園高等学校
��� 金道竜太���� 富山西高等学校
��� 山田黎乙���� 早稲田高等学校
��� 小田隆介���� 法政大学
�� 岡村怜音���� 米沢市�スポーツ少年団
��� 小岩聖那���� 一関第二高等学校
��� 京山幸世���� 埼玉栄高等学校
��� 須藤嶺央���� 法政大学第二高等学校
�� 長嶋柊司���� 海星高等学校
�� 松村尚輝���� 三本松高等学校



����� ���� ����� �������
��� 廣瀬穣朱阿���� 甲斐清和高等学校
��� 竹之内太一���� 宮崎南高等学校
�� 才木良太���� 富山パレス��
�� 杉野照瑛���� 宮崎南高等学校
��� 留場智也���� 田方農業高等学校
��� 森川仁���� 和歌山東高等学校
�� 平田歩己���� 清風高等学校
�� 宮﨑悠伸���� 三島高等学校
�� 蓮池岳仁���� 関西学院大学
�� 齊藤丈���� 山形東高等学校
�� 岡部佑斗���� 栃木商業高等学校
�� 平田悠翔���� 福岡県��
�� 鍵本開里���� 大分豊府高等学校
�� 戸巻政哉���� 朝日大学
�� 永松泰樹���� 長崎工業高等学校
�� 納谷優助���� 田名部高等学校
�� 小向辰旺���� 西大寺高等学校
�� 金森冬馬���� 和歌山東高等学校
�� 幡野一貴���� 明治大学
�� 大后秀明���� 龍谷大平安高等学校
�� 矢田圭佑���� 大分豊府高等学校
�� 山根颯人���� 神戸大附属中等教育学校
�� 川口晴司���� 海星高等学校
�� 松井康太���� 柳井学園高等学校
�� 熊倉龍星���� 栃木翔南高等学校
�� 遠藤虎太郎���� 箕輪進修高等学校
�� 田中良樹���� 伊那北高等学校
�� 菊地駿希���� 仙台第二高等学校
�� 佐藤悠也���� 秋田北鷹高等学校
�� 稲田英人���� 愛工大名電高等学校
��� 齋藤雄太���� 仙台第三高等学校
��� 杉山颯季���� 朝日大学
���� 児玉大樹���� 東京大学
���� 宮﨑孝司郎���� 福岡県��
���� 平野颯人���� 福岡魁誠高等学校
���� 落合信五���� 田方農業高等学校
��� 安井康太郎���� 龍谷大平安高等学校
���� 早坂拓能���� 山形東高等学校
���� 今井楓人���� 甲陵高等学校
���� 髙田恭成���� 秋田北鷹高等学校
���� 中村俊介���� 山形東高等学校
���� 松永一朗���� 長崎工業高等学校
���� 那須孝太郎���� 神辺旭高等学校
��� 大杉俊之���� 早稲田高等学校
��� 志村駿介���� 学習院大学
��� 安永恵達���� 札幌光星高等学校
��� 服部毅瑠���� 学習院大学
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