
■都道府県協会推薦（244名）

北海道 星 和彦 松井 芳樹 沼辺 敬 中瀬古 大 加藤 良夫 中川 博人

田澤 壽樹 林山 信吾 北田 和敏 津元 靖史 岡田 慎司

青森県 鈴木 正人 船越 学 寺沢 道信

岩手県 藤本 耕也 神谷 敏行 菊地 満

宮城県 吉田 明弘 早坂 翼

秋田県 安田 洋介 横山 博敏 沼田 誠

山形県 佐藤 忠博 大沼 久一 後藤 信幸

福島県 佐藤 裕一 大内 悟 伊東 廣樹 中里 征晴 齋藤 真人 三壁 雄介

茨城県 久野 隼人 松下 潤 立花 英郎 関根 悟 内海 武利 守屋 貢介

栃木県 金子 文三 中田 勇樹 橋本 真己 福田 丞太郎 水沼 義貴 歌門 大輔 加藤 成信

群馬県 佐藤 淳市 单雲 孝史 吉澤 正 二井 大二 田野 豪一 佐久間 竜

埼玉県 西川 誠太 深谷 純一 鬼丸 豊次 土居 智 阿部 恭子 志田 知則 佐藤 敦

栗原 竜也 掛川 勇二 田島 邦人 佐藤 和彦 古市 元喜 佐藤 匠

千葉県 八津川 義廣 井上 健太郎 本田 満裕 末永 尚 朝岡 隆蔵 角田 英海 一木 雄一

小田 豊 坂田 温彦 峰岡 洋平

東京都 山梨 光弘 髙松 慎 田代 明彦 埴田 淳

仲野 浩 池内 成明 大越 信幸 亀田 雄人 江原 健仁 工藤 正使 竹之内 光誠

神奈川県 吉川 克彦 中島 明彦 伊藤 学 福田 将也 石井 仁 野澤 昌直 三宅 大輔

鎌田 俊司 室井 雅志 園田 輝久 金子 三弘 根本 昇太郎 佐々木 仁

山梨県 大森 康勝 成島 裕明 雲居 和城

長野県 安楽 望 長谷 義博 BOZKURT HUSEYIN 大月 宏 原 大助 安藤 昌和 林 航 西村 繁路

新潟県 丸山 健太郎 須崎 政幸 永田 哲

富山県 加納 靖典 笹井 史生

石川県 岸 玲衣 杉谷 靖史 熊谷 健吾

福井県 牧田 泰純 港道 則男 大倉 英一

静岡県 井幡 博康 袴田 悠仁 川口 敬則 福岡 章雄 武田 直隆 李（菊川） 達也 鈴木 啓史

新井　 達雄 名倉 正倫 加藤 良 牧野　 進 鈴木 陽一郎 田中 秀和 杉本 あすか

愛知県 加藤 秀隆 伴 亘 橋本 史朗 伊東 達雄 城山 太志 今林 伸之介

三重県 小林　 裕之 小山　 直樹 都志見　 信光 吉泉 愛

岐阜県 蒲 成人 仲井 正剛 金森 康二 野村 次郎 川島 章人

滋賀県 辻 憲一郎 森村 紀夫 奥村 英之 西村 一也

京都府 富田 悟史 西 政治 上田 滋夢 藤井 達也 石川 良平 松本 雅和

大阪府 武井 一馬 辻 彰久 田川 太知 東 義倫 篠原 健太郎 荒島 敏 藤井 茂幸

岸田 雅隆 藤岡 哲雄 山﨑 健 林 康裕 小林 智

兵庫県 寺前 亮介 川畑 未來 前田 芳孝 山本 猛 森田 徹 山口 剛 稲次 孝王

稲葉 宗久 栗本 邦彦

奈良県 三橋 明大 川岸 豊 澤井 匡生

和歌山県 柴 暢彦 大宅 光 吉野 健太

鳥取県 山根 伸 嘉戸 浩二

島根県 伊藤 淳一 吉川 公二 倉掛 裕喜

岡山県 高原 良明 橋本 卓治

広島県 片岡 正志 安　 雪絵 山口 修 倉岡 喜史 小川 潤一 保田 義洋

山口県 田中 眞智 平山 周一 藤岩 秀樹

香川県 三木 敏弘 浅井 克憲 浜浦 祐史

徳島県 中山 新吾 藤川 哲也 松下 洋平

愛媛県 川添 順也 嘉村 諭

高知県 池幡　 紀夫 岡本　 三代

福岡県 三浦 風弥 新野 勲 副島 清隆 泉 圭一郎 寺本 由紀 田中 雄一 2 坂口

佐賀県 西 孝教 杠 美津司 中尾 弘樹

長崎県 大町 謙悟 石村 憲一郎 七條 克広

熊本県 曽我 誠司 田上 和徳 野元 恒兵 山田 照夫 正田 浩之 厚 晴仁

大分県 小林 覚 林 和志 軸丸 耕平

宮崎県 都甲 尚生 佐多 浩次 橋口 和矢

鹿児島県 橋野 大海 山之上 進一 内田 俊英 加藤 清隆

沖縄県 翁長 忍 嘉数 哲 小川 和男 前底 泰仁

■Jリーグ推薦（70名）

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 阿部 勝弘 佐々木 滋

ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台 渡辺 篤史

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 松山 尚史 茨木 岳史

鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ 中村 幸聖 小暮 雄一

水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ 鈴木 和裕

ｻﾞｽﾊﾟ草津 横澤 宏昌
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浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 室井 市衛 永井 良明

大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ 伊東 真吾 西村 泰彦 若松 大樹

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 内田 貴之 伴 英 小澤 広

柏ﾚｲｿﾙ 根引 謙介 茂垣 将太

FC東京 近藤 大輔 太田 匡人 松村 圭祐

東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 沖田 政夫 三浦 佑介

川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 森谷 周平 小川 貴弘

横浜F・ﾏﾘﾉｽ

横浜FC 遠藤 雅貴 髙木 成太 長谷川 太郎

湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 佐藤 晴彦 山内 勝博

ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府 成川 雄士 松下 大輔

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 海本 慶治

清水ｴｽﾊﾟﾙｽ 黒岩 和人 寺田 敬史

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 菊池 忍 中村 淳

名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ 井口 大輔

FC岐阜 河野 佑介 原田 浩樹

ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 塩谷 良介

ｾﾚｯｿ大阪 金川 幸司 吉田 貞和

ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 野呂 顕人 山路 甲一

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島

愛媛FC 青野 慎也 吉田 幸生

ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 藤井 潤 浅野 航平 道下 亨

ｻｶﾞﾝ鳥栖 安藤 洋一

大分ﾄﾘﾆｰﾀ 川端 正倫 佐野 佑樹

JPFA 三浦 文丈 奥 大介 山口 貴之 山田 卓也 山西 尊裕 佐伯 直哉 桜井 直人

萩原 滋則 西山 哲平 青葉 幸洋 土屋 征夫 時崎 悠 森 恵佑 丸山 良明

土肥 洋一 高林 佑樹

■JFL推薦（11名）

SAGAWA SHIGA FC 吉崎 友二 入佐 英之

ｶﾀｰﾚ富山 平地 由享

ｿﾆｰ仙台FC 花坂 徹

栃木SC 花輪 浩之

ｼﾞｪﾌﾘｻﾞｰﾌﾞｽﾞ 大柴 克友

流通経済大学 川本 大輔

佐川印刷SC 伊藤 健一

ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取 吉野 智行

ｱﾙﾃ高崎 亘 崇詞

MIOびわこ草津 夘田 貴之

TDK SC

大倉 寿仁 藤原 良太 大石 篤人 神田 和穂 伊藤 数馬 江原 謙介

朝倉 吉彦 山本 順之 若杉 秀俊 浅田 忠亮 岩崎 陸

渡邊 大輔 野田 篤志 永田 拓哉 常名　 秀則 中嶋 正男 吉田 陽 石橋 裕己

田畑 宏一 飯田 孝史 谷川 裕一

谷澤 麻子 又吉 浩樹 諸岡 正悟 増田 明子 矢野 晴之介 田邊 友恵 川上 直子

石山　 万稔 権田　 智久 毛利 雅志 野坂 正隆

安藤　 幸太郎 岩田　 清志

■Jクラブコース開催クラブ推薦（17名）

五十嵐 真也 入江 徹 海野 正太郎 小川 勉 佐々木 友昭 金丸 秀和 堀 彰宏

西川 周吾 八杉 秀樹 田中 浩 福西 勉 小林 力 佐山 廣光 江川 雅彦

京増 雅仁 湯浅 理平 久保田 淳

林　 晋太郎 井手口　 純 藤田　 俊哉 森岡　 隆三 服部　 年宏 崔 仁成 柳　 成烈

八尋　 智志 志垣　 良 池田　 裕之 原　 朋洋 大林　 夏樹 前園 真聖 安永 聡太郎

田島 一樹 尾形 行亮 尾崎　 智也 松本　 量平 遠藤　 昌浩 山田 和秀 富成 弘之

森元 俊太郎 安部 清剛 今井 麦 林 威宏 中塚 義実 西沢 一久 江澤 慶

小枝 輝久 末谷 由加理 下山 薫 越智 文啓 船越 優蔵

■複数年（12名） 上田　 晃広 湯田　 健一 江口　 洋 竹林　 純 井田　 真寛 岩本　 哲也 单　 正俊

長澤　 忍 岩﨑　 純 新田　 康晴 藤田　 充基 恒松　 伴典

■JFA推薦（33名）

■全日本大学連盟推薦（11名）

■日本クラブユース連盟推薦（10名）

■女子委員会推薦（7名）

■全国社会人連盟推薦（4名）

■全国専門学校連盟推薦（2名）


