
　参加者[地域別]：東日本
帯同指導者 白崎　健策 北海道 指導チーム：ASC北海道　U-15

佐藤　誠一郎 北海道 指導チーム：札幌市立前田中学校
枝村　昭 北海道 指導チーム：アンフィニMAKI．FC　U-15

22 GK シューマッカー・マシュー 北海道

23 GK 長谷川　龍也 北海道

34 FP ニパード・リース光 北海道

14 FP 山崎　眞翔 北海道

35 FP 白井　卓翔 北海道

36 FP 荒木　健斗 北海道

15 FP 鈴木　琉世 北海道

16 FP 武田　悠聖 北海道

17 FP 渡辺　悠斗 北海道

18 FP 秋　一星 北海道

19 FP 飯野　珠央 北海道

20 FP 久保島　健晴 北海道

21 FP 柴田　龍牙 北海道

37 FP 木村　晟明 北海道

8 FP 瀧澤　天 北海道

26 FP 出間　思努 北海道

1 GK 岩本　旭陽 北海道

24 GK 茂木　克行 北海道

2 FP 森　恭亮 北海道

3 FP 澁谷　陽 北海道

4 FP 森　詩音 北海道

5 FP 萩野　琉衣 北海道

27 FP 菅谷　脩人 北海道

9 FP 庄内　航汰 北海道

28 FP 幡鎌　駿 北海道

13 FP 今野　眞翔 北海道

29 FP 品田　太郎 北海道

6 FP 曽我部　修羽 北海道

7 FP 山田　遥斗 北海道

北海道

No. Pos. 都道府県氏名 フリガナ

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾏﾅﾄ

ﾆﾊﾟｰﾄﾞ･ﾘｰｽﾋｶﾙ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳﾔ

ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ

ｸﾎﾞｼﾏ ﾀｹﾊﾙ

ｲｲﾉ ｼﾞｭｵ

ｱｷ ｲｯｾｲ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｾｲ

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

ｱﾗｷ ｹﾝﾄ

ｼﾗｲ ﾀｸﾄ

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ

ｿｶﾞﾍﾞ ｼｭｳ

ｼﾅﾀﾞ ﾀﾛｳ

ｺﾝﾉ ﾏﾅﾄ

ﾊﾀｶﾏ ｼｭﾝ

ｼｮｳﾅｲ ｺｳﾀ

ｽｶﾞﾔ ｼｭｳﾄ

ﾊｷﾞﾉ　ﾙｲ

ﾓﾘ ｼｵﾝ

ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙ

ﾓﾘ ｷｮｳｽｹ

ﾓｷﾞ ｶﾂﾕｷ

ｲﾜﾓﾄ ｱｻﾋ

ｲｽﾞﾏ ｼﾄﾞ

ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾝ

ｷﾑﾗ ｾｲﾒｲ

現所属チーム

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ旭川U-15

アンフィニMAKI FC U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

アンフィニMAKI  FCU-15

札幌ジュニアFC U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

ｼｭｰﾏｯｶｰ･ﾏｼｭｰ

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

FC DENOVA U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ札幌U-15

幕別札内FC U-15

SSSジュニアユース

北海道コンサドーレ札幌U-15

SSSジュニアユース

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ旭川U-15

SSSジュニアユース

北海道コンサドーレ札幌U-15

北海道コンサドーレ室蘭U-15



　参加者[地域別]：東日本
帯同指導者 塩川　岳人 山形県 指導チーム：モンテディオ山形庄内

鈴木　真暢 宮城県 指導チーム：A.C Evolutivo 
古泉　達也 福島県 指導チーム：聖光学院高等学校

24 GK 木下　晴喜 宮城県

22 GK 近藤　暖音 岩手県

14 FP 青木　拓真 山形県

34 FP 名久井　悠希 岩手県

36 FP 武田　大和 宮城県

15 FP 須田　琉志 秋田県

16 FP 渡部　凪斗 福島県

17 FP 佐藤　颯生 宮城県

18 FP 吉本　龍馬 宮城県

19 FP 衣川　藍斗 宮城県

20 FP 松岡　凛空 秋田県

37 FP 工藤　聖太郎 青森県

13 FP 佐々木　悠麿 岩手県

35 FP 原田　優汰 岩手県

21 FP 木下　太陽 山形県

26 FP 木下　晴陽 山形県

1 GK 橋本　脩礼 宮城県

23 GK 似鳥　翔斗 秋田県

12 FP 藤原　一幌 岩手県

2 FP 佐藤　杜羽 山形県

3 FP 浦上　大和 宮城県

4 FP 渡部　昊斗 福島県

5 FP 高橋　大陽 青森県

6 FP 金内　秀斗 青森県

7 FP 鈴木　友悟 福島県

8 FP 三浦　隼大 山形県

9 FP 三浦　陽 青森県

10 FP 舘澤　幸希 岩手県

11 FP 永井　英次 山形県

AOBA.FC

RENUOVENS OGASA FC

東　北

都道府県No. Pos. 氏名 フリガナ

ｸﾄﾞｳ ｾｲﾀﾛｳ

ﾏﾂｵｶ ﾘｸ

ｺﾛﾓｶﾞﾜ ｱｲﾄ

ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

ｻﾄｳ ｻﾂｷ

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅｷﾞﾄ

ｽﾀﾞ ﾘｭｳｼ

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ

ﾅｸｲ ﾕｳｷ

ｱｵｷ　ﾀｸﾏ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｷ

ﾅｶﾞｲ ｴｲｼﾞ

ﾀﾃｻﾜ ｺｳｷ

ﾐｳﾗ ﾊﾙ

ﾐｳﾗ ｼｭﾝﾀ

ｽｽﾞｷ　ﾕｳｺﾞ

ｶﾅｳﾁ ｼｭｳﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿﾗﾄ

ｳﾗｶﾐ ﾔﾏﾄ

ｻﾄｳ ﾄﾜ

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｯｺｳ

ﾆﾀﾄﾞﾘ  ｼｮｳﾄ

ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾚ

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ

ｷﾉｼﾀ ｱｻﾋ

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ

ｻｻｷ ﾕｳﾏ

現所属チーム

MIRUMAE．FC・U-15

リベロ津軽SC

ブラウブリッツ秋田U-15

塩釜FCジュニアユース

ベガルタ仙台ジュニアユース

ベガルタ仙台ジュニアユース

会津サントスFCジュニアユース

BSスポーツクラブにかほ　FC Estrella

ベガルタ仙台ジュニアユース

VERDYサッカースクール岩手

モンテディオ山形ジュニアユース村山

GURULLA盛岡ジュニアユース

ながいユナイテッド

RENUOVENS OGASA FC

青森山田中学校

モンテディオ山形ジュニアユース村山

福島ユナイテッドFC U-15

青森山田中学校

ヴァンラーレ八戸

会津サントスFCジュニアユース

ベガルタ仙台ジュニアユース

モンテディオ山形ジュニアユース庄内

FC釜石U-15

ブラウブリッツ秋田U-15

東北学院中学校

モンテディオ山形ジュニアユース村山

モンテディオ山形ジュニアユース村山



　参加者[地域別]：東日本
帯同指導者 鈴木　茂雄 千葉県 指導チーム：成田市立西中学校

住岡　秀裕 群馬県 指導チーム：太田市立綿打中学校サッカー部
三上　綾太 埼玉県 指導チーム：所沢ジュニアユース
綱川　陽允 栃木県 指導チーム：真岡市立真岡東中学校

24 GK 西方　優太郎 神奈川県

1 GK 福井　大次郎 神奈川県

29 FP 青柳　仰 埼玉県

30 FP 由井　航太 神奈川県

45 FP 兼子　貴成 東京都

31 FP 小杉　啓太 神奈川県

32 FP 山野　悠 埼玉県

33 FP 平山　京吾 茨城県

34 FP 河原木　響 埼玉県

35 FP 今村　海音 東京都

36 FP 吉荒　開仁 東京都

37 FP 本多　慶貴 神奈川県

38 FP 田邊　幸大 東京都

39 FP 石井　久継 神奈川県

40 FP 中原　弾 神奈川県

41 FP 小田　晄平 埼玉県

関　東（U-14）

No. Pos. 氏名

FC LAVIDA

横浜F.マリノス Jrユース追浜

湘南ベルマーレ U-15

FC東京U-15 むさし

湘南ベルマーレ U-15

東京武蔵野シティFC 

東京ヴェルディ ジュニアユース

浦和レッドダイヤモンズ ジュニアユース

鹿島アントラーズつくば ジュニアユース

浦和レッドダイヤモンズ ジュニアユース

湘南ベルマーレ U-15

FC東京U-15 深川

川崎フロンターレ U-15

浦和レッドダイヤモンズ　ジュニアユース

横浜F.マリノス Jrユース

都道府県フリガナ

ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾀﾛｳ

現所属チーム

横浜FC ジュニアユース

ｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ

ﾅｶﾊﾗ ﾀﾞﾝ

ｲｼｲ ﾋｻﾂｸﾞ

ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｷ

ﾖｼｱﾗ ｶｲﾄ

ｲﾏﾑﾗ ｶｲﾄ

ｶﾜﾗｷﾞ ﾋﾋﾞｷ

ﾋﾗﾔﾏ ｷｮｳｺﾞ

ﾔﾏﾉ ﾊﾙ

ｺｽｷﾞ ｹｲﾀ

ｶﾈｺ ﾀｶﾏｻ

ﾕｲ ｺｳﾀ

ｱｵﾔｷﾞ ｺﾞｳ

ﾌｸｲ ｵｵｼﾞﾛｳ



　参加者[地域別]：東日本
帯同指導者 鈴木　茂雄 千葉県 指導チーム：成田市立西中学校

住岡　秀裕 群馬県 指導チーム：太田市立綿打中学校サッカー部
三上　綾太 埼玉県 指導チーム：所沢ジュニアユース
綱川　陽允 栃木県 指導チーム：真岡市立真岡東中学校

22 GK 松本　泰生 茨城県

25 GK 大橋　藍 東京都

2 FP 松坂　芽生 埼玉県

3 FP 深澤　莉久 神奈川県

4 FP 荒井　颯太 神奈川県

47 FP 本多　康太郎 神奈川県

8 FP 白須　健斗 神奈川県

48 FP 山本　丈偉 東京都

11 FP 佐藤　龍之介 東京都

12 FP 木内　篤志 茨城県

15 FP 矢田　龍之介 埼玉県

17 FP 松本　里央 埼玉県

28 FP 徳田　誉 茨城県

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮｳｲ

都道府県フリガナ

関　東U-13①

No. Pos. 氏名

ﾄｸﾀﾞ ﾎﾏﾚ

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ

ﾔﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

ｷｳﾁ ｱﾂｼ

ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｾｲ

現所属チーム

鹿島アントラーズつくば ジュニアユース

FC LAVIDA

1FC川越水上公園

鹿島アントラーズ ジュニアユース

FC東京U-15 むさし

東京ヴェルディ ジュニアユース

横浜F.マリノス Jrユース

湘南ベルマーレ U-15

ｼﾗｽ ｹﾝﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

ｱﾗｲ ｿｳﾀ

ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｸ

ﾏﾂｻﾞｶ ｲﾌﾞｷ

ｵｵﾊｼ ﾗﾝ

川崎フロンターレ U-15

横浜FC ジュニアユース

浦和レッドダイヤモンズ ジュニアユース

FC東京U-15 深川

鹿島アントラーズノルテ ジュニアユース



　参加者[地域別]：東日本
帯同指導者 鈴木　茂雄 千葉県 指導チーム：成田市立西中学校

住岡　秀裕 群馬県 指導チーム：太田市立綿打中学校サッカー部
三上　綾太 埼玉県 指導チーム：所沢ジュニアユース
綱川　陽允 栃木県 指導チーム：真岡市立真岡東中学校

1 GK 吉澤　匠真 埼玉県

23 GK 渡辺  もか 群馬県

46 FP 田所　莉旺 神奈川県

5 FP 小漉　康太 神奈川県

6 FP 佐藤　海宏 茨城県

7 FP 三浦　悠代 埼玉県

9 FP 菊浪　涼生 埼玉県

10 FP 粟屋　大智 東京都

13 FP 保坂　知希 山梨県

14 FP 井上　寛都 東京都

16 FP 寺下　翔和 神奈川県

18 FP 坂本　航大 埼玉県

19 FP 千住　澪央 栃木県

ｱﾜﾔ ﾀﾞｲﾁ

都道府県フリガナ

関　東

No. Pos. 氏名

ｾﾝｼﾞｭ ﾚｵ

ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

ﾃﾗｼﾀ ﾄﾜ

ｲﾉｳｴ ｶﾝﾄ

ﾎｻｶ ﾄﾓｷ

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ

栃木SC U-15

FC LAVIDA

湘南ベルマーレ U-15

東京ヴェルディ ジュニアユース

グランデ・アメージングアカデミー

FC東京U-15 深川

大宮アルディージャ U15

大宮アルディージャ U15

鹿島アントラーズ ジュニアユース

ｷｸﾅﾐ ﾘｮｳ

ﾐｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

ｻﾄｳ ﾐﾋﾛ

ｺｽｷ ｺｳﾀ

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾘｵ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｶ

横浜FC ジュニアユース

川崎フロンターレ U-15

ザスパクサツ群馬 U-15

浦和レッドダイヤモンズ ジュニアユース

現所属チーム



　参加者[地域別]：中日本
帯同指導者 不野　亮二 石川県 指導チーム：FC.TON

富田　雅人 福井県 指導チーム：福井県トレセン
池田　良平 新潟県 指導チーム：くびき野FC

1 GK 佐藤　大翔 長野県

23 GK 吉水　樹 新潟県

13 FP 友坂　海空 新潟県

14 FP 大竹　優心 新潟県

15 FP 長谷川　紡 新潟県

16 FP 内山　開翔 新潟県

10 FP 石山　青空 新潟県

9 FP 平澤　諒珂 新潟県

7 FP 山口　将大 新潟県

17 FP 荻無里　斗望 長野県

18 FP 任　鐘成 長野県

19 FP 川崎　侑平 石川県

20 FP 木村　康平 石川県

34 FP 布施田　和真 石川県

35 FP 渡辺　祥気　 福井県

6 FP 畑　遼河 福井県

24 GK 堀内　智葵 新潟県

25 GK 北　一尋 石川県

2 FP 高村　大翔 新潟県

21 FP 杉浦　由泰 新潟県

26 FP 船津　圭汰 新潟県

12 FP 吉越　由翔 新潟県

27 FP 牧野　陽充 長野県

3 FP 上条　凌央 長野県

28 FP 竹森　賢志 長野県

11 FP 野嶋　竜斗 富山県

4 FP 大野　翔太朗 石川県

36 FP 吉村　征也 石川県

5 FP 油野　瑛斗 石川県

北信越

氏名No. Pos.

ｱﾌﾞﾗﾉ　ｴｲﾄ

ﾖｼﾑﾗ　ｾｲﾔ

ｵｵﾉ　ｼｮｳﾀﾛｳ

ﾉｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

ﾀｹﾓﾘ ｻﾄｼ

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ

ﾏｷﾉ ﾊﾙﾐ

ﾖｼｺｼ　ﾕｲﾄ

ﾌﾅﾂ　ｹｲﾀ

ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ

ﾀｶﾑﾗ　ﾋﾛﾄ

ｷﾀ　ｲﾁｶ

ﾎﾘｳﾁ　ﾄﾓｷ

ﾊﾀ ﾘｮｳｶﾞ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｷ

ﾌｾﾀﾞ　ｶｽﾞﾏ

ｷﾑﾗ　ｺｳﾍｲ

ｶﾜｻｷ　ﾕｳﾍｲ

ｲﾑ ｼﾞｮﾝｿﾝ

ｵｷﾞﾅｻ ﾄﾓ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ

ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳｶﾞ

ｲｼﾔﾏ ｱｵｿﾞﾗ

ｳﾁﾔﾏ ｶｲﾄ

ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾑｸﾞ

ｵｵﾀｹ ﾕｳｼﾝ

ﾄﾓｻｶ ｶｲﾗ

ﾖｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ

ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ

現所属チーム

アルビレックス新潟 U-15

アルビレックス新潟 U-15

サームＦＣ

都道府県フリガナ

長岡JYFC

アルビレックス新潟 U-15

長岡JYFC

アルビレックス新潟 U-15

アルビレックス新潟 U-15

坂井フェニックス丸岡JY

坂井フェニックス丸岡JY

ツエーゲン金沢 U-15

ツエーゲン金沢 U-15

グランセナ新潟

ツエーゲン金沢 U-15

ツエーゲン金沢 U-15

松本山雅FC U-15

松本山雅FC U-15

アルビレックス新潟 U-15

ツエーゲン金沢 U-15

ツエーゲン金沢 U-15

カターレ富山 U-15

松本山雅FC U-15

松本山雅FC U-15

Laule FC

上越春日フットボールクラブ

長岡JYFC

アルビレックス新潟 U-15

アルビレックス新潟 U-15

ツエーゲン金沢 U-15



　参加者[地域別]：中日本
帯同指導者 井口　大輔 愛知県 指導チーム：名古屋グランパスU-15

中森　大介 静岡県 指導チーム：ジュビロ磐田U-15
掛川　誠 静岡県 指導チーム：清水エスパルスジュニアユ

1 GK ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 愛知県

22 GK 齋藤　貫太 静岡県

14 FP 高橋　唯月 静岡県

15 FP 高田　優 静岡県

16 FP 星戸　成 静岡県

17 FP 白石　瑛也 静岡県

18 FP 野中　大誠 静岡県

37 FP 佐藤　俊哉 愛知県

13 FP 鈴木　陽人 愛知県

34 FP 野田　愛斗 愛知県

19 FP 木村　昊也 愛知県

36 FP 長田　涼平 愛知県

20 FP 飯村　太基 愛知県

35 FP 松浦　秀斗 愛知県

8 FP 森　一琉 愛知県

21 FP 長谷部　響輝 岐阜県

24 GK 木村　光貴 三重県

25 GK 岩野　雄大 岐阜県

26 FP 三辻　元希 愛知県

7 FP 大木　悠羽 静岡県

27 FP 中山　温樹 静岡県

28 FP 湯山　大輔 静岡県

29 FP 河合　優希 静岡県

2 FP 寺田　阿輝彦 静岡県

30 FP 松嶋　好誠 愛知県

3 FP 杉浦　駿吾 愛知県

4 FP 西森　脩斗 愛知県

5 FP 山下　輝大 静岡県

6 FP 村松　風亜 静岡県

都道府県

東　海

No. Pos. 氏名 フリガナ

ｵｵｷ ﾕｳ

ﾐﾂﾂｼﾞ ｹﾞﾝｷ

ｲﾜﾉ ﾕｳﾀﾞｲ

ｷﾑﾗ ｺｳｷ

ﾊｾﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ

ﾓﾘ ｲﾂﾙ

ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳﾄ

ｲｲﾑﾗ ﾀｲｷ

ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

ｷﾑﾗ ｺｳﾔ

ﾉﾀﾞ ｱｲﾄ

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

ｻﾄｳ ﾄｼﾔ

ﾉﾅｶ ﾀｲｾｲ

ｼﾗｲｼ ｴﾘﾔ

ﾎｼﾄ ﾅﾙ

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ

ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

ﾋﾟｻﾉｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾚｺｳﾄﾎﾘｵ

ﾑﾗﾏﾂ ﾌｳｱ

ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ

ﾆｼﾓﾘ ﾅｵﾄ

ｽｷﾞｳﾗ ｼｭﾝｺﾞ

ﾏﾂｼﾏ ｺｳｾｲ

ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾋｺ

ｶﾜｲ　ﾕｳｷ

ﾕﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｷ

現所属チーム

刈谷ＪＹ

名古屋グランパスU-15

名古屋グランパスU-15

名古屋グランパスU-15

ジュビロ磐田U-16

ジュビロ磐田U-15

清水エスパルスジュニアユース

清水エスパルスSS静岡

清水エスパルスジュニアユース

ジュビロ磐田U-15

FERVOR愛知

ジュビロSS浜松

静岡学園中学校

名古屋グランパスU-15

名古屋グランパスU-15

名古屋グランパスU-15

ジュビロ磐田U-15

ジュビロ磐田U-15

清水エスパルスジュニアユース

清水エスパルスジュニアユース

清水エスパルスジュニアユース

FC豊川

刈谷ＪＹ

刈谷ＪＹ

FCフェルボール愛知

FC岐阜

FCグランリオ鈴鹿

VAMOS

FERVOR愛知



　参加者[地域別]：中日本
帯同指導者 山田　俊毅 京都府 指導チーム：京都サンガF.C.U-15

瀬野　光照 京都府 指導チーム：亀岡市立東輝中学校
谷口　祐樹 奈良県 指導チーム：奈良県立畝傍高校サッカー部
松村　隆行 滋賀県 指導チーム：(公社)滋賀県サッカー協会

23 GK 宮井　海翔 大阪府

22 GK 津崎　瑛人 兵庫県

28 FP 井上　恋太朗 兵庫県

29 FP 大屋　瑛音 大阪府

46 FP 白濱　聡二郎 大阪府

30 FP 吉田　遥海 京都府

31 FP 桧山　宗秀 大阪府

47 FP 村田　虎太郎 京都府

2 FP 熊谷　空大 京都府

3 FP 住　　芳樹 京都府

4 FP 宮原　迅汰 和歌山県

32 FP 有末　翔太 兵庫県

48 FP 今西　　佑 大阪府

33 FP 皿良　立輝 大阪府

34 FP 千葉　大舞 大阪府

35 FP 平賀　大空 兵庫県

都道府県フリガナ

関西（U-14）

氏名No. Pos.

ﾋﾗｶﾞ ｿﾗ

ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾑ

ｻﾗﾗ ﾘﾂｷ

ｲﾏﾆｼ ﾕｳ

ｱﾘｽｴ ｼｮｳﾀ

ﾂｻﾞｷ ｴｲﾄ

ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞﾝﾀ

ｽﾐ ﾖｼｷ

ｸﾏｶﾞｲ ｸｳﾀﾞｲ

ﾑﾗﾀ ｺﾀﾛｳ

ﾋﾔﾏ ｿｳｼｭｳ

セレッソ大阪U-15

ヴィッセル神戸伊丹U-15

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾐ

ｼﾗﾊﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ

ｵｵﾔ ｴｲﾄ

ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀﾛｳ

ヴィッセル神戸U-15

セレッソ大阪西U-15ﾐﾔｲ ｶｲﾄ

現所属チーム

神戸ＦＣ

セレッソ大阪U-15

セレッソ大阪U-15

ガンバ大阪JrY

ヴィッセル神戸U-15

セレッソ大阪和歌山U-15

京都サンガF.C.U-15

京都サンガF.C.U-15

京都サンガF.C.U-15

セレッソ大阪西U-15

京都サンガF.C.U-15

セレッソ大阪西U-15



　参加者[地域別]：中日本
帯同指導者 山田　俊毅 京都府 指導チーム：京都サンガF.C.U-15

瀬野　光照 京都府 指導チーム：亀岡市立東輝中学校
谷口　祐樹 奈良県 指導チーム：奈良県立畝傍高校サッカー部
松村　隆行 滋賀県 指導チーム：(公社)滋賀県サッカー協会

1 GK 道菅　陽斗 大阪府

22 GK 山岡　薫平 兵庫県

36 FP 茨木　　陸 兵庫県

7 FP 坂上　宗太郎 大阪府

38 FP 藤井　龍也 大阪府

9 FP 長田　叶羽 大阪府

10 FP 小泉　楓雅 兵庫県

12 FP 三宮　稜大 京都府

13 FP 首藤　　希 大阪府

15 FP 本田　悠人 京都府

49 FP 的羽　勇人 和歌山県

19 FP 安藤　陸登 大阪府

42 FP 髙村　睦弥 兵庫県

関西U-13①

No. Pos. 氏名

ﾀｶﾑﾗ ﾄｷﾔ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ

ﾏﾄﾊﾞ ｲｯﾄ

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ

ｼｭﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾑ

ｻﾝﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

ｺｲｽﾞﾐ ﾌｳｶﾞ

ｵｻﾀﾞ ﾄﾜ

ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾔ

ｻｶｳｴ ｿｳﾀﾛｳ

ﾔﾏｵｶ ｸﾝﾍﾟｲ

ﾄﾞｳｶﾝ ﾊﾙﾄ

現所属チーム

セレッソ大阪U-15

ヴィッセル神戸U-15

フレスカ神戸

ガンバ大阪JrY

ｲﾊﾞﾗｷ ﾘｸ

都道府県フリガナ

ヴィッセル神戸U-15

ガンバ大阪JrY

セレッソ大阪西U-15

ヴィッセル神戸U-15

ガンバ大阪JrY

セレッソ大阪和歌山U-15

京都サンガF.C.U-15

セレッソ大阪西U-15

京都サンガF.C.U-15



　参加者[地域別]：中日本
帯同指導者 山田　俊毅 京都府 指導チーム：京都サンガF.C.U-15

瀬野　光照 京都府 指導チーム：亀岡市立東輝中学校
谷口　祐樹 奈良県 指導チーム：奈良県立畝傍高校サッカー部
松村　隆行 滋賀県 指導チーム：(公社)滋賀県サッカー協会

24 GK 黒瀬　理仁 大阪府

25 GK 三宅　亮壽 兵庫県

5 FP 井上　太智 大阪府

6 FP 黒瀬　直弥 兵庫県

37 FP 仲井　陽琉 大阪府

39 FP 船見　幸毅 大阪府

8 FP 井出　汰一 大阪府

40 FP 今富　輝也 兵庫県

41 FP 小西　悠世 大阪府

11 FP 佐野　泰生 大阪府

16 FP 森田　将光 大阪府

17 FP 吉岡　　嵐 兵庫県

20 FP 西岡　佑真 京都府

関西U-13②

No. Pos. 氏名

ｲﾉｳｴ ﾀｲﾁ

都道府県フリガナ

ﾆｼｵｶ ﾕｳﾏ

ﾖｼｵｶ ﾗﾝ

ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ

ｻﾉ ﾀｲｷ

ｺﾆｼ ﾕｳｾ

セレッソ大阪U-15

ﾐﾔｹ ｱｷﾄｼ

ｸﾛｾ ﾘﾋﾄ

現所属チーム

京都サンガF.C.U-15

ヴィッセル神戸U-15

ガンバ大阪JrY

セレッソ大阪西U-15

セレッソ大阪U-15

ヴィッセル神戸U-15

ガンバ大阪門真JY

ｲﾏﾄﾐ ﾃﾙﾔ

ｲﾃﾞ ﾀｲﾁ

ﾌﾅﾐ ｺｳｷ

ﾅｶｲ ﾊﾙ

ｸﾛｾ ﾅｵﾔ

セレッソ大阪西U-15

セレッソ大阪U-15

ヴィッセル神戸U-15

FC B2

ヴィッセル神戸U-15



　参加者[地域別]：西日本
帯同指導者 大西　容平 岡山県 指導チーム：ファジアーノ岡山U-15

澤野　晃士 山口県 指導チーム：山口農業高等学校
岡田　憲明 広島県 指導チーム：八幡ＦＣ

22 GK 沖野 嘉紘 広島県

23 GK ナジ　ウマル 岡山県

34 FP 西本 拓実 広島県

14 FP 中川 育 広島県

2 FP 松本　夏寿磨 広島県

35 FP 高山 大輝 広島県

15 FP 中光 叶多 広島県

16 FP 木村 侑生 広島県

17 FP 角掛　丈 島根県

18 FP 石原未蘭 島根県

36 FP 金山颯汰 島根県

19 FP 田野辺　創 岡山県

20 FP 野田昂希 鳥取県

3 FP 勝部　陽太 岡山県

21 FP 行友　翔哉 山口県

26 FP 末永　透瑛 山口県

24 GK 脇谷　静香 岡山県

25 GK 懸樋　優 鳥取県

27 FP 青井　優太朗 広島県

4 FP 中村　健之介 広島県

5 FP 桝谷　歩希 広島県

6 FP 中島　洋太朗 広島県

7 FP 井上　証 広島県

8 FP 河本　大雅 山口県

9 FP 小川　達也 山口県

28 FP 田原　悠帆 岡山県

10 FP 磯本　蒼羽 岡山県

11 FP 田頭　星梧 岡山県

29 FP 南　　稜大 岡山県

中　国

No. Pos. 氏名 都道府県フリガナ

ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾀ

ﾀｶﾞｼﾗ ｾｲｺﾞ

ｲｿﾓﾄ ｱｵﾊﾞ

ﾀﾊﾗ ﾕｳﾎ

ｵｶﾞﾜﾀﾂﾔ

ｶﾜﾓﾄﾀｲｶﾞ

ｲﾉｳｴ ｱｶｼ

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳﾀﾛｳ

ﾏｽﾀﾆ ｱﾕｷ

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾉｽｹ

ｱｵｲ ﾕｳﾀﾛｳ

ｶｹﾋ ﾕｳ

ﾜｷﾀﾆ ｼｽﾞｶ

ｽｴﾅｶﾞﾄｳｱ

ｲｸﾄﾓﾄｷ

ｶﾂﾍﾞ ﾋﾅﾀ

ノダ　コウキ

ﾀﾉﾍﾞ ｿｳ

ｶﾅﾔﾏ ｿｳﾀ

ｲｼﾊﾗ ﾐﾗﾝ

ﾂﾉｶｹ ｼﾞｮｳ

ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

ﾅｶﾐﾂ ｶﾅﾀ

ｵｷﾉ ﾖｼﾋﾛ

現所属チーム

サンフレッチェくにびきＦＣ

FCバイエルンツネイシ

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

ファジアーノ岡山U-15

廿日市FCアカデミー

ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊｸﾞﾑ

ﾆｼﾓﾄ ﾀｸﾐ

ﾅｼﾞ ｳﾏﾙ

ファジアーノ岡山U-15

ファジアーノ岡山U-15

ファジアーノ岡山U-15

ファジアーノ岡山U-15

SSS

レノファ山口

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

サンフレッチェ広島F.CJrユース

鳥取市立東中学校

ファジアーノ岡山U-15

レノファ山口

レノファ山口

ファジアーノ岡山U-15

ガイナーレ鳥取U15

ファジアーノ岡山U-15

サンフレッチェくにびきＦＣ

サンフレッチェくにびきＦＣ



　参加者[地域別]：西日本
帯同指導者 谷本　雄一 愛媛県 指導チーム：松山サッカースクールジュニアユース

古川　大輔 徳島県 指導チーム：徳島ヴォルティスジュニアユース
児島　健二 香川県 指導チーム：高松大学サッカー部

24 GK 大西　啓海 愛媛県

25 GK 黒田　開生 徳島県

2 FP 大野　晃政 愛媛県

14 FP 渡部 琉翔 愛媛県

15 FP 十河　快斗 香川県

3 FP 勝田　慎之介 香川県

36 FP 藤本　隆之介 香川県

17 FP 高橋　朋輝 高知県

34 FP 坂本　翔汰 徳島県

18 FP 吉井　寛太 徳島県

4 FP 新田　羽海 愛媛県

19 FP 二宮 颯 愛媛県

20 FP 近藤　丈瑠 徳島県

21 FP 山本　勇武 高知県

26 FP 柴田　航次郎 徳島県

27 FP 斎藤　恵人 徳島県

23 GK 山本　琉央 愛媛県

22 GK 山崎 晃輝 愛媛県

5 FP 平田　武暉 愛媛県

6 FP 野本　煌斗 愛媛県

28 FP 宇都宮　夢功 愛媛県

7 FP 高嶋　瑛大 香川県

8 FP 小松　由良 高知県

9 FP 門田　翔平 高知県

10 FP 松井　貫太 高知県

11 FP 森浦　智 徳島県

12 FP 柴田 了祐 愛媛県

31 FP 武田　絢都 徳島県

13 FP 尾上　瑠聖 徳島県

現所属チーム

四　国

No. Pos. 氏名 フリガナ

ﾉﾓﾄ　ｷﾗﾄ

ﾋﾗﾀ　ﾀｹｷ

ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ

ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｭｳｱ

都道府県

ｶﾄﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

ｺﾏﾂ ﾕﾗ

ﾀｶｼﾏ ｴｲﾄ

ｶﾂﾀ ｼﾝﾉｽｹ

ｿｺﾞｳ ｶｲﾄ

ﾆｯﾀ　ｳﾐ

ﾖｼｲ ｶﾝﾀ

ｻｶﾓﾄ　ｼｮｳﾀ

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

ｻｲﾄｳ ｹｲﾄ

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ

ﾔﾏﾓﾄ ｲｻﾑ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾔﾃ

ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾑｻｼ

ｵﾉｴ ﾕｳｾｲ

ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾄ

ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾕｳ

ﾓﾘｳﾗ　ｻﾄﾙ

ﾏﾂｲ ｶﾝﾀ

ＦＣアスルクラロ高知

カマタマーレ讃岐　U-15

カマタマーレ讃岐　U-15

FCディアモ

ｵｵﾆｼ　ﾋﾛﾐ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ

ｵｵﾉ　ｺｳｼｮｳ

ｸﾛﾀﾞ ｶｲｾｲ

愛媛FC U-15

ＦＣゼブラ

徳島ヴォルティスジュニアユース

愛媛ＦＣ　Ｕ－１５　新居浜

ＦＣゼブラ

ＦＣ今治　Ｕ－１５

愛媛FC U-15

今治市立近見中学校サッカー部

徳島ヴォルティスジュニアユース

徳島ヴォルティスジュニアユース

高知ユナイテッドSCジュニアユース

徳島ヴォルティスジュニアユース

愛媛FC U-15

帝人サッカースクール

鳴門市第二中学校

プルミエール徳島サッカークラブ

安芸市立清水ヶ丘中学校

横浜ポラリスFC

カマタマーレ讃岐　U-15

FC.Livent

徳島ヴォルティスジュニアユース

徳島ヴォルティスジュニアユース

愛媛FC U-15

徳島FCリベリモ

私立高知中学校サッカー部



　参加者[地域別]：西日本
帯同指導者 樗木　浩一郎 鹿児島県 指導チーム：川内中央中学校

本田　光宣 大分県 指導チーム：大分トリニータ宇佐
浦　陽平 長崎県 指導チーム：厳原FC

1 GK 尾籠　流成 福岡県

22 GK 齋藤　楓太 長崎県

2 FP 木許　太賀 大分県

14 FP 先田　颯成 佐賀県

15 FP 林　奏太朗 佐賀県

3 FP 増崎　康清 佐賀県

16 FP 北島　郁哉 佐賀県

17 FP 堺屋　佳介 佐賀県

4 FP 西村　活輝 福岡県

18 FP 松隈　日向太 福岡県

19 FP 時志　仁 福岡県

5 FP 川井田　稜弥 福岡県

20 FP 幸喜　祐心 沖縄県

21 FP 池田　誉 長崎県

26 FP 笠置　潤 鹿児島県

27 FP 小島　凜士郎 鹿児島県

24 GK 三辻　康太 大分県

25 GK 宮崎　圭伸 佐賀県

28 FP 内丸　寛太 佐賀県

6 FP 名和田　我空 鹿児島県

7 FP 大倉　慎平 熊本県

8 FP 木實　快斗 熊本県

29 FP 道脇　豊 熊本県

9 FP 吉永　夢希 熊本県

10 FP 上野　航輝 福岡県

30 FP 宮里　晄太郎 沖縄県

11 FP 仲村　壮汰 沖縄県

12 FP 池原 颯希 沖縄県

13 FP 近藤　陽稀 大分県

九　州

都道府県No. Pos. 氏名 フリガナ

ﾏﾂｸﾞﾏ ﾋﾅﾀ

ﾆｼﾑﾗ ｶﾂｷ

ｻｶｲﾔ ｹｲｽｹ

ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ

ﾏｽｻﾞｷ ｺｳｾｲ

ﾊﾔｼ ｿｳﾀﾛｳ

ｻｷﾀ ﾘｭｳｾｲ

ｷﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

ｻｲﾄｳ ﾌｳﾀ

ｵｺﾞﾓﾘ ﾘｭｳｾｲ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ

ｲｹﾊﾗ ｻﾂｷ

ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ

ﾐﾔｻﾞﾄ ｺｳﾀﾛｳ

ｳｴﾉ ｺｳｷ

ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾒｷ

ﾐﾁﾜｷ ﾕﾀｶ

ｺﾉﾐｶｲﾄ

ｵｵｸﾗ ｼﾝﾍﾟｲ

ﾅﾜﾀ ｶﾞｸ

ｳﾁﾏﾙ ｶﾝﾀ

ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｼﾝ

ﾐﾂｼﾞ ｺｳﾀ

ｺｼﾞﾏ ﾘﾝｼﾛｳ

ｶｻｷﾞ ｼﾞｭﾝ

ｲｹﾀﾞ ﾎﾏﾚ

ｺｳｷ ﾕｳｼﾝ

ｶﾜｲﾀﾞ ﾘｮｳﾔ

ﾄｷｼ ｼﾞﾝ

現所属チーム

サガン鳥栖 U-15

サガン鳥栖 U-15

サガン鳥栖 U-15

サガン鳥栖 U-15

サガン鳥栖 U-15

大分トリニータ U-15

厳原ＦＣ

ギラヴァンツ北九州 U-15

アビスパ福岡 U-15

アビスパ福岡 U-15

アビスパ福岡 U-15

Ｖ・ファーレン長崎 U-15

ＦＣ琉球 U-15

アビスパ福岡 U-15

ソレッソ熊本

神村学園中等部

サガン鳥栖唐津 U-15

嬉野中学校

大分トリニータ U-15

大分トリニータ U-15宇佐

ＦＣ琉球 U-15

ＦＣ琉球 U-15

鹿児島ユナイテッド U-15

重富中学校

ヴィクサーレ沖縄ＦＣＪrユース

アビスパ福岡 U-15

ソレッソ熊本

ロアッソ熊本 ジュニアユース

ソレッソ熊本



　参加者[JFAアカデミー福島・熊本宇城]
帯同指導者 藤代　隆介 静岡県 指導チーム：ＪＦＡアカデミー福島

高原　寿康 静岡県 指導チーム：ＪＦＡアカデミー福島
松岡　仁司 熊本県 指導チーム：ＪＦＡアカデミー熊本宇城

1 アカデミー GK 和泉　空良 ｲｽﾞﾐ ｿﾗ

2 アカデミー GK 松尾　健太 ﾏﾂｵ ｹﾝﾀ

3 アカデミー FP 野田　隼太郎 ﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

4 アカデミー FP 坂本　秀吾 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｺﾞ

5 アカデミー FP 阿部　琉星 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ

6 アカデミー FP 植田　陸 ｳｴﾀﾞ ﾘｸ

7 アカデミー FP 長尾　ジョシュア ﾅｶﾞｵ ｼﾞｮｼｭｱ

8 アカデミー FP 山口　惟博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

9 アカデミー FP 山崎　太湧 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾕｳ

10 アカデミー FP 内山　蒼斗 ｳﾁﾔﾏ ｱｵﾄ

11 アカデミー FP 渋川　颯也 ｼﾌﾞｶﾜ ｿｳﾔ

12 アカデミー FP 花城　琳斗 ﾊﾅｼﾛ ﾘﾝﾄ

13 アカデミー FP 石田　然 ｲｼﾀﾞ ｾﾞﾝ

14 アカデミー FP 林 晃希 ﾊﾔｼ ｺｳｷ

15 アカデミー FP 岩永 創太 ｲﾜﾅｶﾞ ｿｳﾀ

16 アカデミー FP 余田 碧 ﾖﾃﾞﾝ ｱｵｲ

17 アカデミー GK 井本　航太 ｲﾓﾄ ｺｳﾀ

18 アカデミー GK 長井　現喜 ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝｷ

19 アカデミー FP 大貫　天太郎 ｵｵﾇｷ ﾃﾝﾀﾛｳ

20 アカデミー FP 黒木　涼我 ｸﾛｷ　ﾘｮｳｶﾞ

21 アカデミー FP 木吹　翔太 ｺﾌｲ ｼｮｳﾀ

22 アカデミー FP 橋本　日向 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ

23 アカデミー FP 星　慶次郎 ﾎｼ ｹｲｼﾞﾛｳ

24 アカデミー FP 松本　遥翔 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾄ

25 アカデミー FP 峯野　倖 ﾐﾈﾉ ｺｳ

26 アカデミー FP 與座　朝道 ﾖｻﾞ ﾄﾓﾐﾁ

27 アカデミー FP 大町　璃史 ｵｵﾏﾁ ｱｷﾋﾄ

28 アカデミー FP 石川　隼 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

29 アカデミー FP 大神　優斗 ｵｵｶﾞﾐ ﾕｳﾄ

都道府県フリガナ

アカデミー

No. Pos. 氏名参加地域

静岡県（鹿児島県）

静岡県（秋田県）

静岡県（茨城県）

静岡県（岡山県）

静岡県（静岡県）

静岡県（宮城県）

静岡県（岡山県）

静岡県（岐阜県）

静岡県（高知県）

静岡県（静岡県）

静岡県（岩手県）

静岡県（福島県）

静岡県（福井県）

熊本県（福岡県）

静岡県（群馬県）

熊本県（熊本県）

熊本県（熊本県）

熊本県（鹿児島県）

静岡県（栃木県）

静岡県（沖縄県）

静岡県（埼玉県）

静岡県（栃木県）

静岡県（岡山県）

静岡県（石川県）

熊本県（福岡県）

熊本県（鹿児島県）

熊本県（長崎県）

静岡県（沖縄県）

静岡県（三重県）
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