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期待のニューパワー
今年度、体育会各部に入部した新戦力１７０人を紹介。ニュー
パワーの活躍に期待したい。氏名に続き、
出身高校、
身長、
体重、
学部、ポジション・階級など。戦績は特筆すべきものを掲載。

翔（敬和学園高＝１７９・１０５・
経営）

井部

修久（白樺学園高＝１７２・６４・
法）フォワード、平２１全国
高校総合体育大会優勝
飛翔（東北高＝１７３・７４・法）
フォワード、平２１全国高校
総合体育大会３位
佐京（長野工業高＝１６１・６２・
法）ディフェンス
寛太（長野工業高＝１７２・６３・
法）ゴールキーパー

高木

塚田
戸津
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中田

倫和（佼成学園高＝１７７・９３・
経済）オフェンスライン／
ディフェンスライン
岸
俊幸（埼玉栄高＝１６９・６７・経
済）ランニングバック
佐々木義輝（白山高＝１７３・８５・法）タイ
トエンド／ラインバッカー
大塚
諒（聖学院高＝１８０・７５・法）
クオーターバック
和田 優輝（崇徳高＝１６７・７０・法）
ワイドレシーバー／セーフ
ティー
北澤 佑典（法政大学第二高＝１７２・８０
・法）オフェンスライン
都関 耕平（横浜立野高＝１７２・６７・
法）ラインバッカー
岩元
洸（横浜高＝１７７・６７・経営）
ディフェンシブバック／ワ
イドレシーバー
箭内 広大（駒場学園高＝１７４・１０２・
商）オフェンスライン／デ
ィフェンスライン
升川 岳史（法政大学第二高＝１７５・７５
・商）クオーターバック
中村 俊樹（聖学院高＝１６４・６８・文）
ラインバッカー
岡本

川橋龍之介（福岡第一高＝１７４・８０・
経済）
松岡 慎二（興南高＝１７４・７３・経済）
鈴木 達巳（東海大付属浦安高＝１７１
・６３・法）
東海林俊樹（桐蔭学園高＝１７０・７５・法）
西條 大地（東海大学付属第四高＝
１７３・７０・法）
東野 充宗（高輪高＝１７１・６２・経営）
赤池 剛志（明徳義塾高＝１７５・７０・商）
平２１全国高校選抜大会３位
本多健士郎（島原高＝１７９・６５・商）

松上
姜
山本

和弘（高水高＝１７３・５８・経済）
勇地（金沢学院東高＝１７６・７９
・経営）
隆大（誠英高＝１７７・７１・経営）

小浦

和也（日章学園高＝１６５・６１・商）
平２１全国高校選手権準優勝
久志岡俊海（広島国際学院高＝１８０・
７８・商）

大樹（成立学園高＝１６５・５５・
経済）ミッドフィルダー／
フォワード
岩﨑隆太郎（清水商業高＝１７０・６４・
経済）ミッドフィルダー
後藤 京介（日本大学豊山高＝１７８・
６７・法）ディフェンダー
山辺玲央奈（磯辺高＝１８０・７３・法）
ディフェンダー
北爪 健吾（前橋育英高＝１７７・６８・
法）ディフェンダー、平２１
全国高校総合体育大会優勝
東

北爪
本橋
目黒
前澤
仲川
河津
田口

健吾

託人（流通経済学大付属柏高＝
１７６・７１・法）
センターバック
航平（正智深谷高＝１７０・６８・
法）フォワード
甲気（清水商業高＝１７５・６３・
経営）ミッドフィルダー
輝人（日体荏原高＝１６３・５３・
商）フォワード
良一（作陽高＝１７５・６６・文）
ディフェンダー
広也（桐光学園高＝１８６・８４・
文）フォワード

傑（埼玉栄高＝１７３・６８・経
済）６６kg 級
丸田 侑廣（沖縄尚学高＝１６９・６６・
法）６６kg 級
内田 一希（石岡第一高＝１８０・１２０・
法）１００kg 超級
島田 大樹（高志高＝１７０・７３・経営）
７３kg 級
池見 幸大（高松商業高＝１８２・１００・
商）１００kg 超級
石須 雄佑（小杉高＝１８６・９８・商）
１００kg 級、平２２全国高校総
合体育大会団体３位
松永

髙橋

陽一（静岡商業高＝１６８・６７・
経営）投手

専

修

彌冨
高橋

角田

正田

四家

栗田

坂巻
山田

磯部
笹木

祐介（鹿児島南高＝１７５・６５・
経済）水球・フォワード
杏介（山形工業高＝１７１・６８・
法）水球・フォワード、平
２２全国高校総合体育大会準
優勝
隼人（前橋育英高＝１７７・７３・
経営）競泳・バタフライ、
平２２全国ＪＯＣジュニアオ
リンピックカップ夏季水泳
競技大会５０ｍ２位
達成（前橋育英高＝１８３・７８・
経営）競泳・個人メドレー
／背泳ぎ、平２０国民体育大
会個人メドレー２００m２位、
平２２ユースオリンピック競
技大会日本代表
敬太（秀明英光高＝１７５・６６・
経営）水球・フォワード、
平２１全国高校総合体育大会
３位、平２２国民体育大会準
優勝
憲（鳥取中央育英高＝１７３・５７
・経営）水球・フォワ ー
ド、平２２国民体育大会３位
遥（横浜市立南高＝１５９・５５
・商）競泳・平泳ぎ
敬一（秀明英光高＝１７１・７２・
商）水球・ゴールキー パ
ー、平２２国民体育大会準優
勝
七恵（日本大学藤沢高＝１６６・
５７・文）競泳・自由形
愛恵（湘南工科大学附属高＝１５７
・５０・文）競泳・平泳ぎ、平２０
世界短水路選手権日本代表

笹木
木村

第４８７号

（昭和４４年１０月１４日第３種郵便物認可）

愛恵

康朗（学法津田学園高＝１７５・８５
・文）
水球・センターバック

原田実可子（旭川大学高＝１６３・５０・
経済）クロスカントリー
山田 隆太（猪苗代高＝１７３・５８・経
済）アルペン
星野 琴子（小出高＝１６３・６２・経済）
クロスカントリー
寺島 勢奈（小海高＝１６９・６４・法）
アルペン
山口奈保子（鶴来高＝１６２・５７・法）
クロスカントリー
松島 裕也（平舘高＝１７６・６８・経
営）アルペン
市川 若奈（飯山高＝１６６・５９・経営）
クロスカントリー
阪下 敬紀（双葉高＝１８０・７３・商）
アルペン
髙谷 陽子（白馬高＝１５６・５３・文）
アルペン
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田中

洸司（苫小牧工業高＝１７６・７０・経
済）全日本ジュニア強化選手
松井 宏佑（駒澤大学附属苫小牧高＝
１６５・６８・経済）
寺島 翔平（佐久長聖高＝１７３・７１・経済）
中野
誠（白樺学園高＝１７５・６２・経
営）全日本ジュニア強化選手
高村幸志郎（富士北稜高＝１７１・６６・経営）

田中

佑樹（埼玉栄高＝１７７・７２・商）

成志（三瀦高＝１６４・６３・経営）
平２２全国高校総合体育大会
K‐２・２００ｍ３位、K‐４・２００
ｍ３位
佐藤 貴充（安達高＝１７６・６７・商）
平２１日本カヌースプリント
ジュニア選手権 K‐４・５００
ｍ２位

石橋

大下

純（広島翔洋高＝１６８・６４・
法）平２２全国高校総合体育
大会団体３位

山内 乙平（大阪桐蔭高＝１７０・５３・経済）
久住 昭博（北海道尚志学園高＝１６７・５４・経営）
佐々木信也（明徳義塾高＝１７５・６０・
経営）平２１大阪国際招待選
手権男子シングルス３位
!
莉莎（日南学園高＝１６６・６１・
商）平２１全国高校総合体育
大会シングルス準優勝
王
凱（新潟産業大学附属高＝１８３
・７３・商）平２１大阪国際招
待選手権ジュニアシングル
ス優勝
高橋 尚子（慶誠高＝１６０・５３・文）
平２１
日本・韓国交流大会日本代表
吉國 由花（札幌大谷高＝１５３・５３・文）
平２２ＩＴＴＦジュニアサー
キットスペイン大会日本代
表団体３位
瀬下 真優（明誠高＝１６５・６２・人間科学）
卯木 崇大（遊学館高＝１６８・５３・人
間科学）

多田
中束
石井

本藤
下川

奈央（秀明英光高＝１５２・５２・経済）
涼子（前橋育英高＝１６１・５７・経済）
開（大成高＝１７１・５７・経済）
平２２全国高校総合体育大会
男子ダブルス３位
優（湘南工科大学附属高＝１７３
・６７・経営）
花（富士見丘高＝１６４・５７・商）

金子

真理子

