
全国小学生大会個人戦推薦者（平成２９年度）

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 橋本　雄偉 東京 日本Ｆ研 8 飯村　綾乃 京都 フューチャー

榎本　藏人 東京 青山クラブ 長瀬　凜乃 岐阜 はしまモア
茶野　友秋 東京 ＤＦＡ 岸本　鈴 京都 フューチャー
石川　獅士 茨城 水戸クラブ 市ヶ谷奈々 香川 香川Ｊｒ　ＦＣ
小池悠大郎 長野 南箕輪わく 金高　生幸 香川 香川Ｊｒ　ＦＣ
岡本　佑介 東京 板橋ＦＣ 西岡　瞳 兵庫 明石Ｊｒ　ＦＣ
田内　渓 岐阜 はしまモア 竹山　夏芽 大阪 読売千里
渡邊玲於成 東京 日本Ｆ研 清原　理心 宮城 本吉FC

北海道ブロック 1 大泉論和 北海道 札幌クラブ 1 なし
東北 6 臼井　康晴 宮城 気仙沼JFC 6 小野寺　紀香 宮城 気仙沼JFC

初貝　柊哉 宮城 本吉FC 安達　日菜向 秋田 秋田市JF
清原　崇史 宮城 本吉FC 石橋　夏桜 秋田 秋田市JF
齊藤　虎ノ介 青森 黒石市JFC 横岡　奈子 青森 今別JC
藤澤　隼匡 宮城 本吉FC 廣瀬　碧 福島 福島市FC
新宮　凛久 山形 米沢市FS 山口　凛 秋田 秋田市JF

関東ブロック 8 林川　琉偉 東京 板橋ＦＣ 8 貫井　由羅 東京 ＤＦＡ
萩原　嵩造 東京 みなとＣ 小見　夏穂 東京 八王子ＦＣ
河原　資起 東京 ワセダＣ 下田　菜緒 東京 八王子ＦＣ
内田　諭志 東京 杉並ジュニア 本間　美月 千葉 柿木台

　 清水　康貴 千葉 柿木台 久保田未織乃 東京 杉並ジュニア
中澤　正成 千葉 市川ＦＣ 重藤　春香 東京 OHME

２名繰上 坂口　煌希 神奈川 Kiri Jr 沼田　美咲 東京 ＴＦＳ
上出　桐 東京 板橋FC 小川　栞音 東京 台東ジュニア

北信越ブロック 6 有賀 尚迪 長野 南箕輪わくわくクラブ 6 田中 すみれ 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ

遠藤 雅虎 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ 市村 知晴 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ

田中 瞭成 新潟 聖籠ジュニアフェンシングクラブ 原 那緒 長野 長野ジュニアフェンシングクラブ

前田 絆成 富山 SEBU-FC なし
西村 陽希 富山 富山パレス なし
白江 勇翔 富山 SEBU-FC なし

東海ブロック 4 江崎　蒼一朗 三重 鳥羽FC 4 加藤　梨乃 三重 津・みえFC
長谷川　力玖 愛知 中京大Ｊｒ. カフーン祿美 愛知 中京大Ｊｒ.
横田　尚雅 静岡 沼津ＦＣ 関谷　百萌 静岡 沼津ＦＣ
髙橋 橙生 岐阜 はしまMOA 末松　亜璃沙 岐阜 はしまMOA

近畿ブロック 6 杉本　大斗 京都 京都FFC 6 太田　陽詩 奈良 奈良ＪＦＣ
金尾　幸平 大阪 大阪読売千里C 高橋　如空 京都 京都きっず
熊本　颯太 京都 京都FFC 森　愛結 和歌山 和北ジュニア
湯浅　柊哉 大阪 大阪読売千里C ３名繰上 堀本　菜帆 大阪 大阪読売千里C

竹中　大貴 京都 京都きっず 安藤　すみれ 京都 京都ソレイユ
上田　海翔 京都 京都きっず 大野　美麗 京都 京都きっず

中国ブロック 3 安東　一成 岡山 岡山少年クラブ 3 伊藤　杏 島根 松江FC
椿　琉衣 島根 広瀬町FC 周藤　美月 島根 松江FC
坂本　郷 島根 松江FC １名繰上 能勢　奈月 鳥取 鳥取JFC

四国ブロック 2 林　正太郎 徳島 徳島FC 2 髙木愛理 香川 香川JFC
曽根岳三 愛媛 レフレール愛媛 ２名繰上 後藤千里 香川 香川JFC

九州ブロック 2 鎌田　晃成 鹿児島 鹿児島J 2 白石　結万 熊本 熊本JC
岡田　快斗 大分 JF大分 太田　綾穂 熊本 熊本JC

日本協会推薦
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