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■地域サッカー協会推薦（47名）

北海道 鈴木 聖也 田部 学

東北 石井 孝典 亀岡 丈朗 八木 博紀 吉田 裕幸
（山形） （福島） (宮城） （宮城）

関東 氏家 英行 大嶽 真人 柄澤 俊介 小坂 仁 豊島 隆 仲田 建二
（群馬） （東京） （神奈川） （神奈川） （千葉） （山梨）

贄田 浩明 埴田 淳 槙 剛 三壁 雄介
（群馬） （東京） （栃木） （神奈川）

北信越 入江 徹 梅山 修 小原 邦雄 上園 和明 百瀬 高志
（新潟） （新潟） （長野） （富山） （長野）

東海 磯村 健 千嶋 武甲 中西 達也 西川 勤 渡辺 淳
（愛知） （静岡） （三重） （岐阜） （愛知）

関西 櫻井 庄吾 竹内 康治 千本 哲也 寺前 亮介
（奈良） （大阪） （京都） （兵庫）

中国 石田 学 岡村 幹純 松木 俊博 宮崎 耕二 村上 秀和 森 秀昭
（島根） （山口） （広島） （鳥取） （広島） （広島）

四国 岩田 直幸 大浦 翔 香川 敬典 西村 俊寛 坊野 竜也
（愛媛） （香川） （香川） （香川） （徳島）

九州 佐藤 真一 髙橋 誉 対馬 武志 久末 智 本田 正治 吉浦 真一郎
（佐賀） （熊本） （佐賀） （福岡） （熊本） （鹿児島）

■Jリーグ推薦（24名）

コンサドーレ札幌 佐藤 尽

モンテディオ山形 高橋 健二

鹿島アントラーズ 市川 友也

水戸ホーリーホック 李 成俊

栃木SC 大江 基允

浦和レッズ 工藤 輝央

大宮アルディージャ 西脇 徹也

ジェフ千葉 八重樫 研次

柏レイソル 根引 謙介

FC東京 北 慎

川崎フロンターレ 髙﨑 康嗣

横浜F・マリノス 阿井 達也

横浜FC 増田 功作

湘南ベルマーレ 石川 隆司

アルビレックス新潟 栗原 克志

カターレ富山 小田切 道治

清水エスパルス 山下 芳紀

ジュビロ磐田 坂本 敦

ヴィッセル神戸 後藤 雄治

徳島ヴォルティス 羽地 登志晃

アビスパ福岡 宮原 裕司

サガン鳥栖 森 惠佑

V・ファーレン長崎 原田 武男

大分トリニータ 神川 基
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■JPFA推薦（4名） 小林 慶行 塩川 岳人 中払 大介 山西 尊裕

■JFL推薦（7名）

福島ユナイテッドﾞFC 時崎 悠

ツエーゲン金沢 竹原 靖和

横河武蔵野FC 戸田 智史

FC町田ゼルビア 大前 博行

藤枝MYFC 石田 博行

S.C.相模原 鷲田 雅一

AC長野パルセイロ 下村 航

■全日本大学サッカー連盟推薦（5名） 朝倉 吉彦 白須 真介 西川 誠太 藤原 孝雄 若井 研治

■日本クラブユース連盟推薦（1名） 西村 陽介

■全国社会人連盟推薦（1名） 森岡 茂

■女子委員会推薦（1名） 山口 小百合

■JFA推薦（15名） 阿江 孝一 生方 繁 遠藤 善主 大岩 剛 大畑 開 岡山 哲也

庄内 文博 菅原 智 土肥 洋一 林 健太郎 福西 崇史 藤代 隆介

三浦 淳寛 宮川 真一 柳本 啓成

■複数年(8名） 池村 雅行 伊藤 英樹 井上 孝浩 翁長 忍 神田 和穂 岸田 毅

寺中 克典 望月 数馬
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