
■都道府県協会推薦（299名）

北海道 富居 勝敏 北原 拓治 山岸 充明 伊藤 丈史 保谷 達郎 伊藤 佳史

木原 弘紀 原 啓太 上田 雅章 垣内 嘉弘 蟻川 将寛 内藤 拓海

高橋 洋平 煮雪 亮

青森県 竹井 亮 西野 康平 工藤 正也 野村 輝美嘉　

岩手県 佐々木 聡也 廣田 信也 中田 洋介 阿部 史憲

宮城県 清塚 大世 奈須野 翔 芳賀 大祐 須田 大地 三浦 侑太 落合 恵

秋田県 高橋 理 伊藤 圭 仲塚 輝美

山形県 三沢 大介 小野 大志 宇佐美 尚

福島県 村上 秀史 佐藤 厚 瀬戸 孝弘 甚野 弘輝 齊藤 祐介 西田 潤

茨城県 大曽根 宏一 伊藤 瑞希 川又 大輝 米山 雄大 今橋 寿彦 淺沼 賢治

西村 充 慶野 清貴

栃木県 池亀 翔 大門 晃 秋山 雄介 小林 崇志 黒羽 克次 黒子 善行

群馬県 佐藤 克彦 戸田 有悟 澤田 博之 青山 拓 福村 滋 有薗 真吾

丸山 樹 小池 拓眞

埼玉県 野木 悟志 久津間 岳文 金森 陽佑 渡 翔太 森川 潤 溝井 雄大

美馬 智子 竹之内 健吾 白倉 裕三 野口 優 小暮 啓朗 菅原 譲

野呂 純平 浅見 斉 吉田 誠

千葉県 尾張 尭映 加藤 錬 神﨑 光男 桜井 健丞 篠 達也 眞通 凌

髙木 優一郎 谷口 浩平 原 大史朗 福田 智 籾山 友佑 山田 利光

横山 真之介

東京都 潮田 高行 小池 一博 和賀 崇 山田 ゆり香 山内 和弥 菅山 夏織

平沼 貴史 金子 翔一 河内 健奨 井口 真 神長 雄太 歳納 隼人

福尾 祥 米沢 真明 高松 慶多 原野 大輝

神奈川県 工藤 恭徳 長塚 雄太 藤井 亮平 山田 勝也 浅野 麻衣子 鳥毛 雄一

樋口 圭太 柴田 峻 角田 英子 星越 亮太 森岡 健 海老塚 晋也

山梨県 武井 雅之 中込 厚司 深澤 哲也

長野県 上原 雄次 木内 隆太 石井 運馬 吉澤 淳 桑原 健吾 中村 俊介

新潟県 福田 将宗 山田 佳佑 松山 大二郎 古俣 健次 小倉 拓真 村田 桂

小林 浩孝 布施 弘樹

富山県 八木 真琴 善本 洋輔 原田 力

石川県 三田 光男 渡辺 千春 東山　 晃 小橋 駿平

福井県 内田　 裕希 小中 拓也

静岡県 池谷 勇基 稲葉 真人 大内 真 大久保 翔悟 鈴木 勇貴 竹田 明弘

納谷 伊織 樋口 知行 藤村 知大 松井 智明 松浦 洋人 松永 健資

村上 孔一 森田 祐史
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愛知県 相原 和仁 冨田 望 神谷 知史 見﨑 祐太 奥田 康博 鈴木 貴仁

澤田 洋平 奥村 敬大 萩原 朋 堀塲 竜司 中野 寿洋

三重県 杉浦 康裕 亀井 俊彦 國井 泰孝 平岡 正隆 加藤 雅規 三輪 雄太

岐阜県 服部 洋一 岩田 敦史 正木 翔一 雪野 晃太郎 野原 克洋 佐治 俊介

平松 宗勝

滋賀県 大久保 悟 川原 岳 本間 郷史 久保田 高行 藤澤 弘智

京都府 水谷 隆太 鈴木 拓馬 鍋野 光希 弘田 義雄 武内 泰彦 小瀧 悠貴

福島 悟 徳地 克己

大阪府 金正 智也 沖村 潤 中川 優也 樋川 達也 齋藤 宏仁 森本 将司

北波 直人 上原 岳大 山下 寛雄 廣里 信二 池田 敬彦 朝比奈 優

保井 隼人 旭 雄一

兵庫県 奥岡 源 許 泰萬 今津 勇気 飛石 孝行 竹内 雅史 長谷川 圭

大津 直人 川瀬 良裕 一井 淑人 西田 展充 行實 秀礎 小菊 貞雄

斉藤 康二郎

奈良県 西浦 伸祐 上野 道裕 大田 知宏

和歌山県 山﨑 大嗣 日高 安啓 加藤 力也

鳥取県 村山 太亮 福田 秋広

島根県 片寄 真吾

岡山県 中島 俊 中山　 知樹 池田 浩子 永山 厚志

広島県 横道 玲香 瀧本 辰弥 前迫 明 遠藤 拓哉 今村 剛 池本 充吉

柴村 和樹 中尾 和繁 谷﨑 元樹 西諏訪 一義

山口県 行友 健太郎 南部 隆太 大和 健一 森賀 智勇

香川県 森本 克己 新居 賢治 勝岡 茂隆

徳島県 増金 昌和 八田 雅文 金子 憲一

愛媛県 渡部 誉也 玉井 大将 谷 憲一郎 中村 太郎

高知県 岡田 健吾 大原 洋孝

福岡県 出雲 大輝 鶴長 祥平 石橋 佳明 藤井 祐 狩浦 誠和

佐賀県 大隈 博正 田中 友和 園田 翼

長崎県 藤本 政博 十楽 昇侍 木藤 健太 又井 大輔

熊本県 山本 樹慶 今村 龍介 吉田 直哉 松本 翔 井村 慎吾

大分県 東 紘造 藤原 龍司 梶原 太志 森山 信浩 江口 雅隆



宮崎県 清水 美行 常松 貴久 中野 洋介 宮﨑 晋輔 朝倉 大志

鹿児島県 藤山 卓 下窪 和幸 廣 直哉 中野 寛士朗 長井 秀一郎 吉嶺 恵介

岩下 孝平 小林 修一

沖縄県 髙良 義樹 喜納 崇 安慶田 真士

■Jリーグ推薦（60名）

コンサドーレ札幌 大野 貴史 砂川 誠

グルージャ盛岡 村野 大樹

ベガルタ仙台 上本 大海 鎌田 次郎

ブラウブリッツ秋田 菅原 太郎

水戸ホーリーホック 柴田 純

栃木サッカークラブ 浜嶋 淳郎

ザスパ草津 北 一真 青木 良太 小林 亮

大宮アルディージャ 金澤 慎 朴 海剛

ジェフユナイテッド市原・千葉 櫻井 伯夫

柏レイソル 飯塚 浩一郎

FC町田ゼルビア 髙原 寿康 土岐田 洸平

川崎フロンターレ 岡田 未央

横浜FC 岡村 裕 星 隼人 松﨑 将貴

横浜スポーツ&カルチャークラブ 服部 大樹 藤川 祐司

湘南ベルマーレ 西岡 翔 中村 佑馬

SC相模原 渡辺 彰宏

ヴァンフォーレ甲府 岩﨑 芳和

カターレ富山 迫田 雄一 日髙 拓磨

清水エスパルス 新村 泰彦 和田 雄三 佐藤 篤

名古屋グランパス 藤 宏明 小野 鈴香 長田 航平

FC岐阜 深谷 友基 難波 宏明

京都サンガF.C 郡山 寛史

ガンバ大阪 有木 健人 丸山 悠司

ヴィッセル神戸 神崎 亮佑 久保田 圭一 青木 圭

ファジアーノ岡山 大島 翼 酒井 貴政 臼井 仁志

レノファ山口FC 住田 優

徳島ヴォルティス 冨田 大介

愛媛FC 北内 耕成

カマタマーレ讃岐 中島 健太郎

ギラヴァンツ北九州 重田 真孝

ロアッソ熊本 松本 純一 園田 拓也

V・ファーレン長崎 長島 光邦 尾﨑 耕太 小森田 友明

大分トリニータ 岡部 明男 岩田 雄介

FC琉球 小寺 一生

 FC琉球石垣 田神 一

■日本プロサッカー選手会（20名）

金沢 浄 水谷 雄一 村上 和弘 赤嶺 真吾 江角 浩司 森 勇介

平井 直人 菅沼 実 太田 圭輔 藤田 義明 田中 英雄 坪内 秀介

山本 海人 秋本 倫季 新井 健二 永田 亮太 西田 剛 高橋 祐太郎

多々良 敦斗 瀬沼 優司

■JFL推薦（12名）

ホンダFC 河住 一仁

ＳＰ京都ＦＣ 江添 建次郎 東 純一郎

鹿児島ユナイテッドFC 登尾 顕徳

横河武蔵野FC 門司 佳樹

アスルクラロ沼津 伊藤 洋仁

ヴァンラーレ八戸 中村 圭悟 照井 篤

ファジアーノ岡山ネクスト 西原 誉志 本村 健人

栃木ウーヴァーFC 前田 和也

奈良クラブ 浜岡 寛



栗田 大輔 澁田 博之 島嵜 佑 北條 貴紀 玉城 航 竹谷 昂祐

川瀬 浩史 竹中 達郎 神力 亮太 榎本 雅之 髙橋 直樹 松永 吾賢

寺口 謙介 阪田 和哉 永井 響介

足立 雄太 林 完俊

■Jクラブコース開催クラブ推薦（30名）

FC東京、鹿島アントラーズ、浦和レッズ 平山 相太 鈴木 健生 田中 憲司 大原 康裕 辻 俊次郎 蛯原 良宗

アルビレックス新潟、セレッソ大阪 李 英漢 西 亮太 山本 茂 金子 俊也 森永 直彬 有富 明菜

姜 鉉守 横山 恵介 守山 真悟 牧 悠二 根本 裕一 桜井 正人

八木 直生 佐々木 亮太 大石 友則 磯山 淳 坂入 健太 松葉 潤

庄司 健 佐々木 幸博 上利 義雄 菊地 雅典 須貝 涼 山郷 のぞみ

張　 忠南 横山 哲久 福角 有紘 川邊 裕紀 富田 康仁 高木 和道

高松 大樹 茂庭 照幸 明神 智和 巻 誠一郎 川口 能活 渡邉 千真

中川 賀之 阪本 翔 石部 元太 房 哲平 坪井 健太郎 朴 誠衍

木畑 哲 渡辺 大 李 晃輔 京谷 和幸 堀田 直 小森 隆弘

西 紀寛 杉山 新 新居 巧也 飛奈 優太 檜山 魁斗 藤川 拓也

小田巻 遥 杉尾 一憲 髙野 湧暉 大澤 真 野口 直人 島並 貴樹

川辺 裕紀 富田　 康仁

森口 宏紀 宮島 俊 飯塚 俊介 細田 悠哉 樋口 智哉 松塚 謙一

南薗 佑太郎 五十嵐 大樹 河合 拓人 富岡 淳 工藤 光俊 三枝 寛和

大澤 江梨子 太田 祥平 岡本 周治 高橋 学 菅原 圭也 山下 真義

丸 昌仁 豊川 隼可 中村 峻

■神奈川FAコース（21名）

■全国専門学校連盟推薦（2名）

■JFA推薦（37名）

■全日本大学連盟推薦（12名）

■女子委員会推薦（3名）


