
推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ

東日本少年大会 8 馬場　俊輔 岐阜 大垣ＪＦＣ 8 玉生　莉紗子 東京 ＤＦＡ

森　翔 和歌山 和北ＪＣ 竹山　柚葉 大阪 読売千里

堀部　聖太 山口 岩国JFC 佐藤　めるしい 秋田 秋田市JF

大野　潤平 京都 大山崎中 岡田　芽生 岐阜 はしまモア

河村　一摩 岐阜 はしまモア 東　佑夏 京都 京都キッズ
ロレンツォーニ・ダビデ 東京 アメリカンC 髙橋　沙也花 東京 ＤＦＡ

山口　改 和歌山 和北ＪＣ 岡田　花鈴 大分 JF大分

飯村　一輝 京都 平安中 中出　陽愛 岐阜 はしまモア

北海道ブロック 1 阿部　陽馬 北海道 札幌大谷中学校 1 木村　彩那 北海道 札幌大谷中学校

東北 6 菊池　翔 秋田 二ツ井JF 6 嶋田　愛音 秋田 秋田市JF

田中　純 青森 今別中学校 千葉　穂波 岩手 一関FS少年団

坪　颯登 青森 黒石市JFC 川村　佳乃 宮城 鼎FC

内ヶ崎　良磨 宮城 仙台ＦＣ 櫻田　爽子 秋田 二ツ井JF

大谷　謙介 山形 アプルス 長崎　昇子 秋田 合川FC

川村　海以 宮城 鼎FC １名繰上菅原　優夏 岩手 一関FS少年団

関東ブロック 8 島内　遥大 東京 ＤＦＡ 8 盧　承延 東京 日本Ｆ研

鈴木　統吾 東京 ワセダＣ 小野　瑞葵 東京 ＳＥＡ

石井　勇多 茨城 水戸Ｃ 高橋　由奈 東京 ＳＥＡ

橋本　祥英 埼玉 立教新座 濱松　里紗 埼玉 埼玉Ｃ

川手　潤平 群馬 高崎Ｃ 玉本　愛佳 千葉 光ヶ丘ＦＣ

磯部　晴貴 東京 杉並ジュニア 大崎　温 埼玉 埼玉Ｃ

千田　順正 東京 ＤＦＡ 小原　笑美理 東京 アメリカン
１名繰上髙橋　康希 東京 SEA 陸川　麻琴 千葉 大穴ＦＣ

北信越ブロック 6 佐野　航琉 富山 富山パレス 6 小杉　理桜 富山 富山パレス

横井　健人 富山 速星中学 小池　花佳 長野 南箕輪わくわく

杉岡　瑞基 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ 埋橋　結子 長野 南箕輪わくわく

中村　健人 長野 箕輪中学校 なし

太田　智也 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ なし

森平　航矢 新潟 聖籠ジュニアフェンシングクラブ なし

東海ブロック 4 勅使河原　明日香 岐阜 はしまＭＯＡ 4 那須　杏里 三重 鳥羽FC

小﨑　一磨 三重 鳥羽FC 山田　ひなた 愛知 中京大Ｊｒ.
２名繰上太田　拓輝 愛知 愛工大附属中 河村　知紗 岐阜 はしまＭＯＡ

芹澤　元希 静岡 沼津ＦＣ 雨宮　なな子 静岡 沼津ＦＣ

近畿ブロック 6 西口　泰嵩 和歌山 和北ジュニア 6 竹澤　志緒里 京都 京都きっず

西村　拓 京都 龍谷大平安中 神山　侑奈 京都 京都きっず
４名繰上遠藤　恒樹 京都 京都きっず 津田　愛実 京都 大山崎中

西村　啓佑 京都 京都きっず 川口　実来 兵庫 明石ジュニア

菊元　雪 大阪 河南町FC ２名繰上稲田　椋 和歌山 和東ジュニア

于　大慶 京都 立命館中 山口　花楓 和歌山 和北ジュニア

中国ブロック 3 堀部　聖太 山口 岩国JFC 3 森田　舞 山口 岩国JFC

山代屋　和史 山口 岩国JFC 坪田　叶優 岡山 岡山少年クラブ

１名繰上藤原　大二朗 島根 広瀬町FC 石川　愛実 岡山 大安寺中等教育学校

四国ブロック 2 石橋　臣都 香川 高松北中 2 小原　文 香川 高松北中

大前　篤史 香川 高松北中 明石　愛恵 香川 高松北中

九州ブロック 2 有働　隆太 鹿児島 鹿児島JF 2 岡田　花鈴 大分 JF大分

高山　幸大 鹿児島 鹿児島JF １名繰上谷口　真麻 宮崎 宮崎南J
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