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■都道府県協会推薦（289名）

北海道 及川 博史 斎藤 達弘 木村 司 白﨑 健策 武藤 貴啓 池田 裕哉

阿部 哲 福木 直人 鏑木 正彦 土門 祐基 堀部 秀成 土屋 雅人

松田 卓己 松下 宏

青森県 上田 大貴 白山 直樹 千葉 貴仁

岩手県 鈴木 大地 及川 裕介 川名 弘晃 畠山 涼 佐藤 貴哉

宮城県 佐々木 俊輔 小野寺 智志 山本 直樹 堀谷 良悦 小屋 幸栄

秋田県 吉本 哲朗 加藤 光平 畠山 靖隆

山形県 石山 隆雄 椎名 泰臣 菅野 博子

福島県 高柴 有一 小田 晃 佐藤 淳治 住吉 瞬

茨城県 吉田 哲郎 大和田 哲也 福浦 隆晃 佐藤 智久 横須賀崇史 秋元 利之

佐々木 将貴 大平 衛 寺門 幹敏

栃木県 須賀 重勤 中條 康雄 外川 修 小幡 正 青木 和也

群馬県 草間 洋平 小野里 聡 淺原 拓麻 德江 諭史 吉岡 聡 田中 淳

橋本 登 宇津江 智保

埼玉県 高橋 昂吾 村山 俊太 堀 達也 横山 晃一 勝野 洸平 町田 陽一

大久保 亮祐 原山 裕輔 薬袋 広明 藤井 光太郎 宮内 大輔 大岡 竜彦

清水 雄斗 菅井 英司 和久津 直彦

千葉県 赤尾 一臣 赤尾 英信 大木 塁 大澤 和仁 奥寺 亮介 北村 佳祐

工藤 和也 染谷 時男 中島 達也 中村 健太 奈良橋一郎 平田 義人

中川 達也

東京都 沖野 弘尚 宮﨑 梨沙 五十嵐 竜也 廣瀬 太郎 長山 拓郎 手塚 大介

道本 大三郎 大泉 伸幸 長田 順平 菊地 洋至 大関 俊介 鈴木 和司

佐々木 宏明 今矢 直城 諸岡 恒平

神奈川県 木村 健太 西澤 正造 刀野 真一 長嶺 圭介 永井 直人 小野 真一朗

西井 一章 齋藤 健太 久保田 学 岡松 伸弥 大嶋 庸之 服部 哲也

林 勇樹 秋元 裕

山梨県 清水 隆史 望月 雅貴 横森 潔

長野県 小林 健二 中島 誠司 高木 大輔 望月 ブダイ 真田 浩平 神田 翔

髙橋 公明 手塚 慎吾

新潟県 古寺 広幸 平井 寿孝 吉川 裕紀 涌井 良太 西村 龍平

富山県 永濱 裕規 安田 量

石川県 太田 一生 大谷 享 坂川 翔太

福井県 小川 慎司

静岡県 鈴木 崇記 石上 智 山田 聡 知野 匡伸 細谷 直右 高山 雅光

内海 拓 伊藤 和広 加藤 雄也 池田 敏晃
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愛知県 加藤 信広 大石 公也 鈴田 善幸 市瀬 昭平 岩﨑 寛 新美 俊治

西村 竜弥 天野 真稔 上村 晋平 津本 達也 菱川 博行 大島 裕樹

大家 利之

三重県 赤塚 弘光 魚住 剛 古西 祥 関口 大介 森川 武昭 辻田 直介

岐阜県 小酒井 啓人 田端 勇介 佐々木 卓也 松原 弘昭 堂本 雅史 坂﨑 陽祐

伊藤 祐輔

滋賀県 川西 俊貴 中野 太史 横田 直哉 梅辻 大輔 沖 典彦

京都府 桧山 勇樹 山﨑 全希 山田 隆太 日下 道太郎 山田 健太郎 末次 輝大

山本 聖也 吉田 龍司

大阪府 酒井 健示郎 廣津 秀隆 段 敦 髙橋 健史 有江 佑介 寺田 尚義

武内 隆司 矢田 俊二郎 森 龍彦 金城 猛男 渡邊 貴之 佐和田 勇一郎

石原 健二 高木 健至 古谷 俊彦

兵庫県 伊藤 将大 小川 美智雄 安部井 雄太 足立 崇博 立石 典久 圓井 健史

石原 千晶 尾上 咲 平野 智己 三宅 龍司 有田 雄貴 上村 克也

竹本 博司

奈良県 村上 信二朗 吉永 俊弘 河合 貴之

和歌山県 貝尻 崇人

鳥取県 山根 卓也

島根県 坪倉 将 金山 悟

岡山県 穐山 健太 松下 祥一 濵本 哲也 加藤 毅 沖久 隆志

広島県 福長 雅俊 木庭 康樹 溝部 博文 本馬 恵理 徳永 幹雄 大下 宗史

渡辺 康則 真田 洋平 福田 知樹

山口県 礒部 宏昭 松田 直也 坂本 靖志 吉村 仁

香川県 細川 裕介 熊田 明彦 菊地 亜紗子

徳島県 鶴岡 裕子 松下 拓司 田村 博

愛媛県 谷本 雄一 永井 康朗 佐々川 裕敏 辻田 純

高知県 細川 功 岩﨑 将斗 宮本 康平

福岡県 長家 聡 坂口 長之 中尾 修太 上村 憲男 武藤 真平

佐賀県 上瀧 好太郎 堤 賢二郎

長崎県 川端 修 桂 将剛 岸本 昌蔵 小村 貴光

熊本県 古木 裕 松下 亮 岩下 倫裕 古閑 健士 下田 直輝 迫 宏一

亀子 淳一 吉田 和矢

大分県 大友 拓郎 稙田 千晶 松尾 賢一 羽田野亘
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宮崎県 河上 健悟 森本 貴之 倉石 圭二

鹿児島県 長浜 隆浩 下原 耕平 沖田 遼太郎 新田 祐輔 益山 篤

沖縄県 新崎 恒 新垣 泰司 具志堅 和也 仲里 早世 石川 広武

■Jリーグ推薦（60名）

コンサドーレ札幌 柴田 慎吾

ベガルタ仙台 大場 浩哉 有馬 彦利

福島ユナイテッドFC 中村 洵 清野 通仁

水戸ホーリーホック 田尻 大基

ザスパ草津 飯髙 弘章 波立 紀夫

浦和レッドダイヤモンズ 杉浦 大輔 山岸 範宏

大宮アルディージャ 倉本 和昌 浅子 達也

ジェフユナイテッド市原・千葉 池田 祐樹 中山 淳

東京ヴェルディ 安田 好隆 藤井 隆昌

川崎フロンターレ 吉田 勇樹

横浜FC 佐藤 拓也 小林 匠

湘南ベルマーレ 宮内 豪 岸本 武志

ヴァンフォーレ甲府 横谷 亮 重野 邦四郎

松本山雅FC 川原 元樹 小林 陽介

アルビレックス新潟 佐藤 哲哉 小澤 聡

ツエーゲン金沢 麦田 和志 齋藤 将基

カターレ富山 鶴田 達也 明堂 和也

AC長野パルセイロ 杉山 想

ジュビロ磐田 中馬 健太郎 村山 祐介

清水エスパルス 小倉 彩

名古屋グランパス 矢野 玲 松尾 元太

藤枝MYFC 奈良林 寛紀

ガンバ大阪 佐藤 亮 上田 昂太

セレッソ大阪 高橋 大輔 羽田 憲司

ヴィッセル神戸 朴 康造 増田（竹口） 清一

ファジアーノ岡山 田淵 倫三

徳島ヴォルティス 青柳 雅人 反田 和宏

愛媛FC 吉村 圭司 川北 裕介

カマタマーレ讃岐 齋藤 良平

アビスパ福岡 森友 優

ギラヴァンツ北九州 日高 智樹 鈴木 修人

ロアッソ熊本 北嶋 秀朗 坂田 淳

サガン鳥栖 杉山 誠 赤司 大輔

V・ファーレン長崎 太田 啓氏

大分トリニータ 梶原 公

FC琉球 前津 文啓

■日本プロサッカー選手会（20名）

古賀 正紘 清水 範久 砂川 誠 榎本 達也 岡山 一成 三渡洲 アデミール

青山 直晃 飯尾 和也 和田 拓三 池田 昇平 中野 洋司 桜井 孝司

樂山 孝志 松田 正俊 山形 辰徳 大和田真史 廣瀨 浩二 吉武 剛

向 慎一 竹重 安希彦

■JFL推薦（8名）

ソニー仙台FC 桐田 英樹 中村 元

横川武蔵野FC 山崎      正晴 杉浦 史浩

ファジアーノ岡山ネクスト 久保 和裕 信藤      健太

鹿児島ユナイテッドFC 森田      栄治

ホンダロックサッカー部 白川 伸也
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和泉 隼 矢野 雄彦 田中 祐次 濵野 純也 冨田 賢 岩田 大樹

吉崎 修一郎 猿山 誠 手呂内 勝政 岡本 一洋 出口 拓馬 志佐 知映

宮本 ともみ 下小鶴 綾 矢野 喬子

西原 拓己

三谷 直人 谷 昌彦

■Jクラブコース開催クラブ推薦（38名） 塩田 仁史 加賀 健一 羽生 直剛 丸茂 敦 神田 敦史 日比 威

FC東京、栃木SC、鹿島アントラーズ、浦和レッズ 細谷 拓郎 新井 健太 戸塚 亮 坂本 亮太 寺川 能人 水野 裕太

アルビレックス新潟、セレッソ大阪 北谷 辰彦 田川 琢弥 永倉 元気 近藤 一也 申 政勲 安食 知典

矢野 健介 園部 大介 小薗江 哲也 川村 将一 内野 弘 梅沢 崇

梶原 隆史 仲村 竜次 渡部 祐一 岩上 哲也 楠木 佑太郎 若松 佑弥

佐藤 七 山田 暢久 田畑 昭宏 小礒 義明 浅井 諭 坂井 直亮

山田 育也 佐久間 淳

田中 大蔵 須藤 啓太 三輪 由衣 文 峯秀 森 亮太 百武 江梨

酒井 清考 大野 将臣 水村 幸之助 指宿 智成 甲斐 星斗 深江 貴男

奥間 翔 工藤 直也 古河 徳昭 吉原 宏太 長嶺 寛明 山﨑 良輔

新開 裕太 髙橋 一真 渡辺 雄太 江波戸智希 塗師 亮 稲垣 順

金 正旭 宮本 卓也 佐田 聡太郎 中田 洋平 岡田 隆 下村 東美

内田 和志 湯浅 隆成 伊東 輝悦 石川 直宏 山口 智 三都主

酒井 友之 箕輪 義信 坂田 大輔 福田 俊介 野澤 健一

アレサンドロ

■全国専門学校連盟推薦（2名）

■JFA推薦（41名）

■全日本大学連盟推薦（12名）

■女子委員会推薦（3名）

■全国社会人連盟推薦（1名）
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