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■地域サッカー協会推薦（60名）

北海道 枝村 昭 佐藤 廣賢

東北 下山 忍 内田 貴之 宮武 太 梅津 知巳

（青森） （宮城） （山形） （福島）

関東 内田 光洋 金子 文三 小林 一幸 田野 豪一 八鍬 晶子 岩舘 侑哉

（茨城） （栃木） （栃木） （群馬） （群馬） （埼玉）

鹿野 守 朝岡 隆蔵 谷口 新太郎 石川 創人 齊藤 亮介 中田 努

（埼玉） （千葉） （千葉） （東京） （東京） （神奈川）

清水 純也

（山梨）

北信越 藤原 祐也 樋口 智洋 加藤 久孝 中野 栄治 西川 周吾 野坂 正隆

（長野） （富山） （福井） （石川） （石川） （福井）

東海 小長谷 太作 牧野 安正 足立 匠 城山 大志 山田 武久

（静岡） （静岡） （愛知） （愛知） （愛知）

関西 上田 健爾 世良 記子 髙須 理稔 松代 直樹 金 明浩 谷 知典

（京都） （京都） （大阪） （大阪） （兵庫） （兵庫）

中岡 曉紀

（和歌山）

中国 後長 直樹 金田 哲朋 佐々木 篤史 髙田 直明 井手 豊 岩田 純児

（島根） (岡山） （岡山） （岡山） （広島） （広島）

四国 福家 真一 嘉村 諭 兵頭 由教 影山 啓自

（香川） （愛媛） （愛媛） （高知）

九州 福田 昌輝 金 明輝 小嶺 栄二 永吉 大輔 花房 亮太 有馬 桂介

（福岡） （佐賀） （長崎） （長崎） （宮崎） （鹿児島）

赤嶺 佑樹

（沖縄）
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■Jリーグ推薦（25名）

コンサドーレ札幌 北原 次郎

水戸ホーリーホック 北川 佳男

栃木SC 吉田 賢太郎

ザスパクサツ群馬 佐藤 正美

浦和レッズ 石栗 建

大宮アルディージャ 伊藤 彰

ジェフユナイテッド市原・千葉 永田 雅人

柏レイソル 松原 直哉

川崎フロンターレ 久野 智昭

横浜F・マリノス 筒井 紀章

横浜FC 鄭 容臺

湘南ベルマーレ 平塚 次郎

アルビレックス新潟 岡崎 植敬

カターレ富山 中川 雄二

ツエーゲン金沢 辻田 真輝

ジュビロ磐田 赤松 謙次

名古屋グランパス 坂本 亮史

ヴィッセル神戸 藤田 聡

ガイナーレ鳥取 吉野 智行

ファジアーノ岡山 宮下 俊

サンフレッチェ広島 村山 哲也

徳島ヴォルティス 行友 亮二

サガン鳥栖 新居 辰基

V・ファーレン長崎 河野 佑介

大分トリニータ 梅田 高志

■JPFA推薦（4名） 藤本 主悦 波戸 康広 吉田 孝行 坂本 将貴

■JFL推薦（8名）

Honda FC 井端 博康

横河武蔵野FC 増本 浩平

ヴェルスパ大分 鴨川 奨

MIOびわこ滋賀 吉川 直也

ファジアーノ岡山 川原 周剛

アスルクラロ沼津 米山 哲史

FCマルヤス岡崎 山村 泰弘

アスルクラロ沼津 髙井 克英

■全日本大学サッカー連盟推薦（６名） 安原 成泰 桂 秀樹 小圷 昭仁 尾内 伸行 流郷 吐夢 和多田 充寿

■日本クラブユース連盟推薦（2名） 五十嵐 和也 八嶋 将輝

■全国社会人連盟推薦（1名） 長瀬 拓廣

■JFA推薦（20名） 上野 二郎 大嶋 康二 河岸 貴 鈴木 隆行 住本 幸冶 西川 陽介

服部 年宏 久川 直裕 廣山 望 黄 永宗 藤山 竜仁 本間 圭

正木 裕史 丸山 明 見汐 翔太 宮本 恒靖 森川 拓巳 米山 篤志

梁 圭史 呂 桂花
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