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 1  上野　優斗 ＯＩＴＡ   
 2  田中　啓暉 向陽高等学校   
 3  海老原　樹 埼玉栄   
 3  川村　京太 ＯＨＭＥ ＦＣ   
 5  ﾒﾝﾄﾞｰｻﾞ ﾐｹﾞｰﾙ ＯＨＭＥ ＦＣ   
 6  ビューワーニック　 三島FC   
 7  中村　太郎 ＯＩＴＡ   
 8  ジュリアン　ガッツ TFS   
 9  宇都木　勇輝 緑岡高校   
 10  根橋　大空 箕輪進修高校   
 10  石井　魁 ＯＩＴＡ   
 12  伊藤　公 秋田北鷹   
 13  藤倉　類 法政二高   
 14  菅原　康平 秋田商業   
 15  山下　光 向陽中学校   
 16  新井　謙信 立教新座   
 17  井川　晃暉 和歌山北高校   
 17  北村　創拓 ＯＨＭＥ ＦＣ   
 19  宮﨑　泰我 秋田市JF   
 20  山本　力也 和歌山北高校   
 21  江藤　和博 高崎商大附高   
 22  井門　孝紀 立教新座   
 23  冨田　優作 大垣南高校   
 24  井神　俊兵 和北ジュニア   
 24  瓜生　陽 ＯＩＴＡ   
 26  北村　透海 法政二高   
 27  佐藤　龍 岩手県F協会   
 28  福山　澪 鹿児島南高   
 29  藤澤　将匡 本吉町F協会   
 30  荒金　泰成 ＯＩＴＡ   
 31  齊藤　蓮 埼玉エスクリム   
 32  武井　琉晟 宇都宮ＦＣ   
 33  松渕　真平 秋田北鷹   
 34  山崎祥 熊毛南高校   
 35  岩田　圭介 大垣南高校   
 35  成田　航也 二ツ井ジュニア   
 37  加藤　響 愛工大附属中   
 38  紺屋　雅輝 鹿児島高   
 39  馬場　俊輔 大垣ＪＦＣ   
 40  中野　雅正 慶應義塾高校   
 41  山本　裕太郎 札幌クラブ   
 42  鈴木　啓太 立教新座   
 43  水野　怜央名 三田ＦＣ普通部   
 44  片岡　竜太 立教新座   
 45  菅原　佑人 二ツ井ジュニア   
 46  宮下　翔多 伊那北高校   
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 47  浅野　裕暉 大垣南高校   
 48  持田　龍平 埼玉栄   
 48  鈴木　太智 伊那北高校   
 50  水落　雅周 騎士の会   
 51  永澤　宏紀 慶應湘南藤沢   
 52  山本　真太郎 鹿児島南高   
 53  山本　昂大 向陽高等学校   
 54  小田　隆介 検見川高等学校   
 55  齋脇　拓海 鹿児島南高   
 56  京極　光志 河内ジュニア   
 57  大竹　遼河 沼田高校   
 58  仙波　響  河内ジュニア   
 59  福本　晃大 大垣南高校   
 60  長谷山　泰紀 三田ＦＣ普通部   
 61  森井　亮介 DFA   
 62  古橋　涼樹 愛工大附属中   
 63  高木　大夢 川俣高校   
 64  宮本　峻輔 水戸クラブ   
 65  島内　遥大 DFA   
 66  加藤　啓吾 大垣南高校   
 67  髙橋　一成 沼田高校   
 68  戸巻　政哉 鹿児島高   
 68  小林　圭吾 沼田高校   
 70  菊次　祐紀 Ｆ・ファクトリー   
 71  吉田　幸吉 慶應義塾高校   
 72  大津　陽平 川俣高校   
 73  髙橋　幹大 沼田高校   
 74  梅澤　慎治 埼玉栄   
 75  石橋　賢介 慶應義塾高校   
 76  橋本　直樹 慶應義塾高校   
 77  土屋　瑠貴亜 立教新座   
 78  名倉　京佑 大垣南高校   
 79  大平　遼羽 愛工大附属中   
 80  竹村　連 慶應湘南藤沢   
 81  小野　颯真 S・E・A   
 82  守屋　蒼 立教新座   
 83  太田　拓輝 愛工大附属中   
 84  玉本　侑輝 埼玉エスクリム   
 85  揚村　拓弥 向陽高等学校   
 86  野根　良介 立教新座   
 87  福島　大和 箕輪進修高校   
 88  田尻　崇史 立教新座   
 89  LEE　ALEX HKSFU   
 90  角田　裕大 三田ＦＣ普通部   
 91  樋渡　瑠風 緑岡高校   
 92  大川　直也 緑岡高校   
 93  大谷　謙介 アプルス   
 94  川村　隆友 慶應義塾高校   
 95  葉ローランド秀峰 JOC・EA   
 96  井上　誉聡 愛工大附属中   
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 97  菅野　日向生 慶應義塾高校   
 98  山田　海大 三田ＦＣ普通部   
 98  滝口　峽 アプルス   
 100  秋山　雄大 日大三島   
 101  加来　祐基 前橋ＦＣ   
 101  廣瀬　友規 緑岡高校   

 103  佐藤　聖也 緑岡高校   
 103  田中　宥希 ワセダクラブ   
 105  水野　智之 慶應義塾高校   
 106  山本　健斗 慶應義塾高校   
 107  長沼　偉穏 前橋ＦＣ   
 107  田畑　瑠光央 慶應義塾高校   
 109  桑原　諒成 三田ＦＣ普通部   
 110  井河　祐太 立教新座   
 111  石関　奨太朗 立教新座   
 112  松井　快人 水戸クラブ   
 113  大谷　龍仁 緑岡高校   
 114  猪狩　つばさ 仙台FC   
 115  長田　麗市 立教新座   
 116  牛草　倫太朗 立教新座   
 116  佐藤　謙太郎 三田ＦＣ普通部   
 116  山本　悠生 慶應義塾高校   
 116  竹中　理央 大垣南高校   
 120  生井　純 TFS   
 120  村瀬　巧 慶應義塾高校   
 120  田中　義貴 日大三島   
 120  平澤　太基 慶應義塾高校   
 124  佐藤　陽南 ゴールドジム   
 125  熊谷　光基 慶應湘南藤沢   
 125  小山　英礼 慶應義塾高校   
 125  大塚　将貴 慶應義塾高校   
 128  安　陽生 水戸クラブ   
 128  田中　健翔 慶應義塾高校   


