
<男子>出場チーム・選手・監督・チームスタッフ一覧

前年度選手権獲得チーム(第１シード) 前年度第２位(第２シード) 日本学生選手権獲得チーム(第3シード) 日本学生選手権第２位

ﾁｰﾑ
名 Kingfisher74 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛｸﾗﾌﾞ柏崎 日本体育大学 専修大学

1 GK 福島　丈貴 フクシマ　トモヨシ GK 棚村　克行 タナムラ　カツユキ GK 橋本一輝 ハシモト　カズキ GK 山田　哲也 ヤマダ　テツヤ

2 足立　聖弥 アダチ　セイヤ 主 志水　祐介 シミズ　ユウスケ 有川　洸平 アリカワ　コウヘイ 増井　直生 マスイ　ナオキ

3 コップ　晴紀 コップ　ハルキ 韓国 鄭 洲和 ジョン　ジュファ 岩野　航介 イワノ　コウスケ 河村　暖 カワムラ　ダン

4 志賀　光明 シガ　ミツアキ 筈井　翔太 ハズイ　ショウタ 主 川本　周磨 カワモト　シュウマ 小見　直人 オミ　ナオト

5 吉田　拓馬 ヨシダ　タクマ 江崎　大地 エザキ　ダイチ 佐藤　海輝 サトウ　ミキ 平川　祐介 ヒラカワ　ユウスケ

6 飯田　純士 イイダ　アツト 林　和希 ハヤシ　カズキ 清水　優樹 シミズ　ユウキ 青山　直輝 アオヤマ　ナオキ

7 柳瀬　彰良 ヤナセ　アキラ 津崎　翔伍 ツザキ　ショウゴ 水谷　光希 ミズタニ　コウキ 飛田　将志 トビタ　マサシ

8 高田　充 タカタ　ミツル 稲場　航平 イナバ　コウヘイ 山本　航大 ヤマモト　コウダイ 吉田　涼悟 ヨシダ　リョウゴ

9 荒井　陸 アライ　アツシ 稲場　悠介 イナバ　ユウスケ 芳村　研児 ヨシムラ　ケンジ 金井　凱 カナイ　ガイ

10 鈴木　透生 スズキ　トウイ

オー
スト
ラリ
ア

Rhys Howden リース　ホーデン 小林　健太 コバヤシ　ケンタ 雲母　敦貴 キラ　アツキ

11 主 大川　慶悟 オオカワ　ケイゴ

オー
スト
ラリ
ア

Blake Edwards ブレイク　エドワーズ 伊達　清武 ダテ　キヨム 主 宮澤　優士 ミヤザワ　ユウシ

12 荒木　健太 アラキ　ケンタ 永田　敏 ナガタ　サトシ 中薗　貴文 ナカゾノ　タカフミ 市村　朋也 イチムラ　トモヤ

13 GK 町島　弘基 マチシマ　ヒロキ GK 大森　史皓 オオモリ　フミアキ GK 西村　永遠 ニシムラ　トワ GK 永井　信乃介 ナガイ　シンノスケ

14 伊藤　幹太 イトウ　カンタ 青栁　勧 アオヤギ　カン 相澤　涼介 アイザワ　リョウスケ 齋藤　礼喜 サイトウ　ライキ

15 黒岩　哲太 クロイワ　テツタ 小川　尊 オガワ　ミコト 水谷　瞬也 ミズタニ　シュンヤ

監督 大本　洋嗣 オオモト　ヨウジ
モン
テネ
グロ

Ranko Perovich ﾗﾝｺ　ﾍﾟﾛﾋﾞｯﾁ 中嶋　崇光 ナカシマ　タカミツ 本宮　万記弘 モトミヤ　マキヒロ
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日本高校選手権獲得チーム 最終予選会第１代表(第4シード) 最終予選会第２代表 最終予選会第３代表

ﾁｰﾑ
名 金沢市立工業高等学校 新潟産業大学 筑波大学 健志台クラブ

1 GK 三谷　有輝 ﾐﾀﾆ ﾕｳｷ GK 北村　昇平 キタムラ　ショウヘイ GK 小椋　裕介 オグラ　ユウスケ GK 津田　広海 ツダ　ヒロミ

2 浦　至児 ｳﾗ ｲﾀﾙ 阿保　悠斗 アボ　ユウト 肥沼　柊也 コイヌマ　シュウヤ 小川　武塁 オガワ　タケル

3 笠間　栄佑 ｶｻﾏ ｴｲｽｹ 蔭田　渉吾 カゲタ　ショウゴ 主 大本　航生 オオモト　カズキ 木田　直也 キダ　ナオヤ

4 佐賀　泰 ｻｶﾞ ﾀｲ 山本　博斗 ヤマモト　ハクト 名和　大輝 ナワ　ダイキ 小山　貴典 コヤマ　タカノリ

5 新田　一平 ﾆｯﾀ ｲｯﾍﾟｲ 北澤　知大 キタザワ　トモタ 川本　楓也 カワモト　フウヤ 主 田中　領馬 タナカ　リョウマ

6 作本　晟暢 ｻｸﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ 主 小宗　展大 コムネ　ノリヒロ 高橋　知志 タカハシ　サトシ 長野　海都 ナガノ　カイト

7 嶋本　和真 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 金子　将乃 カネコ　ショウノ 蔦　奎弥 ツタ　フミヤ 野村　力哉 ノムラ　リキヤ

8 原　宏斗 ﾊﾗ ﾋﾛﾄ 新田　一景 ニッタ　イッケイ 樺澤　卓 カバサワ　スグル 山下　晃典 ヤマシタ　アキフミ

9 主 宮澤　拓夢 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾑ Brandley Legawa ブランドリーレガワ 中島　一星 ナカジマ　イッセイ 葛原　将輝 カツハラ　ショウキ

10 宮澤　希望 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 高橋　堅登 タカハシ　ケント 新藤　凌太 シンドウ　リョウタ 小林　駿 コバヤシ　シュン

11 石野　駿輔 ｲｼﾉ ｼｭﾝｽｹ 石山　真吾 イシヤマ　シンゴ 白濱　理央 シラハマ　リオ 高橋　倫 タカハシ　アユム

12 北村　啓翔 ｷﾀﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 山本　龍 ヤマモト　リュウ 大本　晋平 オオモト　シンペイ 舘　飛雄馬 タチ　ヒュウマ

13 GK 西森　郁未 ﾆｼﾓﾘ ｲｸﾐ GK 松岡　侑 マツオカ　ユウ GK 清水　貴生 シミズ　キイ GK 新藤　智大 シントウ　トモハル

14 浜　翔太 ﾊﾏ ｼｮｳﾀ 高田　勇希 タカダ　ユウキ 古後　駿介 コゴ　シュンスケ GK 日高　聖椰 ヒダカ　ショウヤ

15 平澤　祐生 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｷ 蔦　祥帆 ツタ　ショウホ 細井　信之介 ホソイ　シンノスケ 山田　祥平 ヤマダ　ショウヘイ

監督 坂本　将一 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 佐々木　洋輔 ササキ　ヨウスケ 川合　英介　 カワイ　エイスケ 菅根　大樹 スガネ　ダイキ
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大井　恵慈・齋藤　夏輝 舟崎　紘史 濱田　貴之・田原　慶大 川上　沙椰

小菅　亨 高橋　利一 小菅　亨

宮﨑　達也・中野　克也・山本　悠・浦　映
月

坂上　輝将・小森園　一樹・白井　隆永・
佐藤　千夏

澤上　虹陽

西岡　夏帆 小菅　亨


