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北海道 佐藤　有悟 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 中村　友哉 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 池田　蓮 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 飯野　敬太 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 山本　実野里 SSSｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 北海道 池髙　暢希 SSSｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

北海道 仁科　宥哉 ｱﾝﾌｨﾆMAKI.FC 北海道 遠藤　正志 ｱﾝﾌｨﾆMAKI.FC

北海道 福田　心之助 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 成田　新 SSSｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

北海道 山保　璃空 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 前川　廉 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 宮脇　健太 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 本間　洋平 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 田中　銀平 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 安田　弐士輝 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 谷口　明典 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川Uｰ15 北海道 田中　光太 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 鴨川　寛也 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川Uｰ15 北海道 鈴木　雄万 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 前田　陸王 石狩ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞU-15 北海道 中野　歩夢 ｱｽﾙｸﾗﾛ札幌U-15

北海道 大澤　拓也 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 小山田　凌 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15

北海道 得能　草生 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 国田　柊平 ｱﾝﾌｨﾆMAKI.FC

北海道 石黒　尚 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-15 北海道 高橋　温希 帯北ｱﾝﾋﾞｼｬｽ

東北 二階堂　正哉 青森山田中学校 東北 二瓶　由嵩 ﾗｯｾﾙ郡山FC

東北 八木橋　俊介 青森山田中学校 東北 今泉　喜生 勿来ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｻｯｶｰ

東北 檀崎　竜孔 青森山田中学校 東北 宇部　大樹 ｳｲﾝｽﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15

東北 三国　ケネディ　エブス 青森山田中学校 東北 工藤　真人 ｳｲﾝｽﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15

東北 田中　智大 ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田U-15 東北 武田　英寿 青森山田中学校

東北 鈴木　悠斗 ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田U-15 東北 高橋　夢斗 ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田U-15

東北 成田　佳輝 ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田U-15 東北 阿部　柊斗 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｻｯｶｰｽｸｰﾙ岩手 U-15

東北 五内川　歩 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｻｯｶｰｽｸｰﾙ岩手 U-15 東北 相馬　丞 ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ村山

東北 結城　将貴 RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB 東北 山岸　大 ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ村山

東北 佐藤　大雅 MIRUMAE･FC･U-15 東北 佐々木　勇輔 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東北 粟野　健翔 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東北 芦部　晃生 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東北 工藤　蒼生 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東北 佐藤　唯斗 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東北 三文字　瑠衣 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東北 阿部　瑠依 塩釜FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東北 坂本　琉維 ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東北 手塚　直樹 FCみやぎﾊﾞﾙｾﾛﾅ

関東 千綿　友 柏ﾚｲｿﾙU-15 関東 栗俣　翔一 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 大内　一生 横浜FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 菊池　伶桜 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾉﾙﾃｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 小松　慧 FC東京U-15深川 関東 遠藤　海斗 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 平川　怜 FC東京U-15むさし 関東 栗田　悠巨 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-15

関東 中谷　太地 FC東京U-15むさし 関東 佐藤　聖真 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-15

関東 宮代　大聖 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-15 関東 佐々木　寛太 柏ﾚｲｿﾙU-15

関東 白土　大貴 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 立川　廉 FC東京U-15深川

関東 大桃　伶音 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 井上　樹 ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府U-15

関東 栗原　秀輔 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 志賀　一允 柏ﾚｲｿﾙU-15

関東 棚橋　尭士 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 粟飯原　央統 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 鈴木　駿之助 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 渡邉　綾平 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜

関東 中村　敬斗 三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ巣鴨ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 西川　潤 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 小沼　樹輝 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 生井澤　呼範 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 吉永　昇偉 大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 杉山　眞仁 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞつくばｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 渡辺　俊介 大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 山本　理仁 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 森田　晃樹 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 松橋　優安 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関東 高橋　昂大 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 黒川　海翔 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-15

関東 岩井　龍翔司 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 玉井　崇大 FC東京U-15深川

関東 日隈　雄作 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関東 川崎　颯太 ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府U-15

関東 松田　詠太郎 横浜F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜 関東 持田　大輝 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉U-15

北海道

東北

関東
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北信越 本田　修也 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15 北信越 若月　輝 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15

北信越 阿部　渓哉 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15 北信越 岡本　將成 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15

北信越 渡邊　葵佑海 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟FC 北信越 本間　至恩 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15

北信越 小林　昂生 AC長野ﾊﾟﾙｾｲﾛU-15 北信越 石井　陽向 EPOCH横越

北信越 晴山　岬 長岡ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 北信越 平澤　拓実 FC CEDAC

北信越 吉田　晴稀 長岡ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 北信越 久保田　拓也 AC長野ﾊﾟﾙｾｲﾛU-15

北信越 矢尾板　岳斗 長岡ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 北信越 谷内田　哲平 長岡ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

北信越 高木　俊希 ｶﾀｰﾚ富山U-15 北信越 鍋田　純志 SQUARE富山FC U-15

北信越 江上　陽太 SQUARE富山FC U-15 北信越 練合　響 ｶﾀｰﾚ富山U-15

北信越 羽根　享佑 SQUARE富山FC U-15 北信越 麻生　季人 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ湖北

北信越 青山　慶紀 FC.SOUTHERN U-15 北信越 清造　大貴 ﾂｴｰｹﾞﾝ金沢 津幡U15

北信越 藤田　和輝 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15 北信越 際　龍也 ｶﾀｰﾚ富山U-15

北信越 北方　雄己 私立星稜中学校ｻｯｶｰ部 北信越 久保　一成 ｶﾀｰﾚ富山U-15

北信越 五十嵐　新 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15 北信越 谷中　春太朗 ｶﾀｰﾚ富山U-15

北信越 瀬賀　凛太郎 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15

東海 石井　飛雄馬 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東海 川地　功起 一般社団法人ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜VAMOS

東海 吉田　ディアンジェロ　ステュワード 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15 東海 鈴木　大河 一般社団法人ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜VAMOS

東海 天野　友心 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東海 岡　来生 ｿｼｴﾀ伊勢ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

東海 成瀬　竣平 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15 東海 手嶋　秀 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15

東海 菅原　由勢 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15 東海 近藤　友喜 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15

東海 瀬古　寛治 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15 東海 田邉　光平 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽU15

東海 監物　拓歩 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東海 丸山　優太朗 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東海 佐野　陸人 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東海 川本　梨誉 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東海 水野　颯太 常葉学園橘中・高等学校（中等部）ｻｯｶｰ部 東海 五十嵐　海斗 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東海 栗田　詩音 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 東海 西島　隆斗 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東海 徳永　悠大 ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田U-15 東海 山崎　稜介 清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

東海 原口　晏侍 ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田U-15 東海 山内　愛斗 ﾎﾍﾟｲﾛ刈谷

東海 マツオカ　ジョナタン Honda FC 東海 森　夢真 AFERRARSE四日市 U-15

東海 鬼頭　克満 FC岐阜U-15 東海 笹ヶ瀬　友都 Honda FC

東海 赤川　珠園 FC岐阜U-15

関西 谷　晃生 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関西 西尾　隆矢 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 林　祥太郎 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 前多　駿佑 京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15

関西 石尾　崚雅 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 梅原　樹 ｾﾚｯｿ大阪 西U-15

関西 作田　龍太郎 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15 関西 加藤　悠馬 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸伊丹U-15

関西 河井　哲太 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関西 川崎　修平 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関西 小林　友希 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15 関西 木村　歩夢 京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15

関西 瀬古　歩夢 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 小山　尚紀 ｾｿﾞﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

関西 宋　勝鳳 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15 関西 島田　龍之介 奈良YMCAｻｯｶｰｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関西 喜田　陽 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 下川　太陽 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 鈴木　冬一 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 田中　慶吾 京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15

関西 福岡　慎平 京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15 関西 中野　歩 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関西 船越　大夢 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15 関西 近澤　吹雪 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 茨木　諒佑 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関西 松本　凪生 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 塩谷　周造 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15 関西 食野　壮磨 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関西 中川　裕仁 ｾﾚｯｿ大阪 和歌山Uｰ15 関西 木村　勇大 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸U-15

関西 渡部　快斗 ｾﾚｯｿ大阪 西U-15 関西 久保　成世 京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15

関西 浅野　太郎 ｾﾚｯｿ大阪U-15 関西 久保　湧哉 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 駒井　幸弘 千里丘FC 関西 塚元　大 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

関西 久我　幸生 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 関西 吉馴　空矢 ｾﾚｯｿ大阪U-15

関西 角田　雅治 ｾﾚｯｿ大阪 西U-15 関西 李　理永 ｾﾚｯｿ大阪 西U-15

北信越

東海

関西
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中国 平山　裕也 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪびんごｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 中国 藤元　瑞樹 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

中国 佐々木　啓太 ｼｰｶﾞﾙ広島JY 中国 野浜　友哉 FCﾊﾞｲｴﾙﾝ ﾂﾈｲｼ

中国 堤　太一 福山ﾛｰｻﾞｽ･ｾﾚｿﾝ 中国 田中　博貴 FCﾊﾞｲｴﾙﾝ ﾂﾈｲｼ

中国 山崎　大地 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 中国 髙木　大輝 ｼｰｶﾞﾙ広島JY

中国 髙尾　昇吾 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 中国 渡部　樹 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

中国 上栗　一将 SSS 山口FC 中国 上林　宙夢 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

中国 桑畑　星凪 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 中国 岡本　拓海 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

中国 桂　陸人 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島F.Cｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 中国 岡田　知也 ｱｳﾞｧﾝｻｰﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

中国 山中　健太 ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取U-15 中国 松原　拓哉 ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山 U-15

中国 樋口　泰誠 ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取U-15 中国 伴木　翔 益田市立横田中学校ｻｯｶｰ部

中国 川上　悠斗 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 中国 河野　眞斗 高川学園中学校

中国 福田　旬汰 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 中国 天根　勇輝 ﾚｵｰﾈ山口U-14

中国 瀬賀　悠真 ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山 U-15 中国 山根　大輝 F.C.UNNAN

中国 石内　達也 ｸﾚﾌｨｵ山口FC 中国 石原　光規 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

中国 植田　恵也 廿日市FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 石川　聖人 愛媛FC新居浜ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 曽根　嵩之 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 玉川　樹 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 北條　大地 ｶﾏﾀﾏｰﾚ讃岐 U-15

四国 東　俊希 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｾﾞﾌﾞﾗ 四国 児島　信之介 F.C.ｺｰﾏﾗﾝﾄ

四国 石田　健真 FC ﾘﾌｫﾙﾏ 四国 塩崎　彰 愛媛FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 平松　航 ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ徳島ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 四国 小西　智也 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 井手　悠生 愛媛FC新居浜ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 澤崎　凌大 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 永森　廉 愛媛FC新居浜ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 大谷　一真 今治東中等教育学校

四国 藤田　嵐 愛媛FC新居浜ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 齋藤　大空 FC ﾘﾌｫﾙﾏ

四国 高野　裕維 FC ﾃﾞｨｱﾓ 四国 馬場　優汰 FC ﾘﾌｫﾙﾏ

四国 渡邊　創太 愛媛FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 山田　晃汰 徳島FCﾘﾍﾞﾘﾓ

四国 岩佐　瞭希 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 榎本　龍人 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 赤松　一優 FC ﾃﾞｨｱﾓ 四国 市川　健志郎 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 刈谷　駿介 横浜ﾎﾟﾗﾘｽFC 四国 加賀見　竜馬 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

四国 岩井　柊弥 愛媛FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 四国 井出　憲次郎 愛媛FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

九州 篠永　雄大 FUT6 九州 緒方　翔平 ｽﾏｲｽ･ｾﾚｿﾝ

九州 北島　祐二 ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Uｰ15 九州 大塚　隆史 太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ熊本玉名U-15

九州 兵働　透生 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15 九州 佐藤　湧大 ｽﾏｲｽ･ｾﾚｿﾝ

九州 久保　勇晴 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15 九州 樋口　堅大 宮崎日本大学中学校 ｻｯｶｰ部

九州 三好　辰典 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15 九州 谷川　麟太朗 ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Uｰ15

九州 片田　泰陽 VALENTIA 九州 酒井　駿 大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15

九州 福島　隼斗 松橋中学校ｻｯｶｰ部 九州 上野　正騎 ｿﾚｯｿ熊本

九州 岡野　凛平 FOOTBALL CLUB BRISTOL U15 九州 村上　千歩 FC.CONQUESTA

九州 河原　淳 日章学園中学校 九州 松平　龍 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15

九州 小野　瞬亮 日章学園中学校 九州 神代　一慧 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15

九州 比嘉　将貴 日章学園中学校 九州 國府田　駿 ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Uｰ15

九州 六反　海凪 太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ国分U-15 九州 具志　寛太 小禄中学校

九州 林　駿平 ﾛｱｯｿ熊本ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 九州 知花　康士朗 ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Uｰ15

九州 南　太陽 日章学園中学校 九州 内田　大輝 ｼｬﾙﾑFC熊本

九州 佐藤　大晟 ｻｶﾞﾝ鳥栖U-15

中国

四国

九州
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アカデミー 青木　心 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 石原　駿也 FOOTBALL CLUB BRISTOL U15／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

アカデミー 菊地　健太 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 中村　仁 V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎U‐15／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

アカデミー 作山　博紀 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 山本　伊織 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 瀬畠　義成 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 加藤　聖 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 玉岡　勇人 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 廣岡　睦樹 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 田村　祐二朗 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 加々美　蓮 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 木村　壮太 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 狩野　奏人 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 井上　正崇 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 高木　一史 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 林　海渡 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 外薗　隆一 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 岩倉　恋 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 鎌田　大夢 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 細川　朝陽 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 植中　朝日 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15

アカデミー 野末　学 JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島U15 アカデミー 長尾　泰成 FCK MARRY GOLD KUMAMOTO／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

アカデミー 吉岡　涼斗 ｿﾚｯｿ熊本／JFAアカデミー熊本宇城 アカデミー 水野　畝蓮 UKI-C.FC／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

アカデミー 江川　湧清 FCK MARRY GOLD KUMAMOTO／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城 アカデミー 荒木　亮輔 ﾌﾞﾚｲｽﾞ熊本／JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

JFAアカデミー福島/宇城
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