
全国小学生大会・全国中学生大個人戦推薦者（令和元年度） 2019/7/29

推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 推薦数 氏　　名 所属県 所属ＦＣ 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 福田　亮介 岐阜 はしまモア 8 山田　ひなた 愛知 中京大Jr 8 田中　拓進 千葉 isco FC 8 弓長　皇美子 愛知 名電Jr

萩原　嵩造 東京 みなとFC 長瀬　凜乃 岐阜 はしまモア 村上　日陽 京都 京都F FC 竹田　あかり 岐阜 はしまモア

上出　桐 東京 みなとFCFC 金髙　生幸 愛知 名電中 小野　凌駕 大阪 読売千里 市ヶ谷　奈々 香川 香川JFC

高橋　橙生 岐阜 はしまモア 飯村　彩乃 京都 平安中 河野　碩資 東京 三田ＦＣ 西村　光結 熊本 熊本JFC

安井　琥珀 神奈川 法政二中 貫井　由羅 東京 DFA 宮﨑　陸翔 埼玉 埼玉E 春田　友菜 長野 南箕輪WK

橋本　雄偉 埼玉 立教新座中 岸本　鈴 京都 平安中 松本　将輝 東京 小金井FC 米山　心絆 岐阜 大垣クラブ

藤野　正真 富山 富山パレス 沼田　美咲 東京 青山中等部 猶明　慶多 富山 高岡古城 岩橘　英莉花 東京 ワセダC

鎌田　晃成 鹿児島 鹿児島Jr 久保田　未緒乃東京 杉並Jr 田内　颯斗 岐阜 はしまモア 齋藤　香都 秋田 秋田市Jr

北海道ブロック 1 吉野　光一郎 北海道 札幌大谷中 1 井下　玲菜 北海道 札幌大谷中 1 阿部　磨郁 北海道 札幌クラブ 1 該当者なし

東北 6 岡村　怜音 山形 米沢Fスポ少 6 鈴木　つぐみ 秋田 秋田市JF 6 和田　大世 福島 川俣町Fスポ少 6 成田　和叶 秋田 秋田市JF

清原　崇史 宮城 本吉FC 横岡　奈子 青森 今別中 三浦　楓陽 青森 青森市FC 佐藤　穂花 秋田 秋田市JF

米倉　尚輝 宮城 本吉FC 清原　理心 宮城 本吉FC 佐々木　撤平 秋田 秋田市JF 藤田　美海 秋田 合川FC

三浦　悠成 秋田 秋田市JF 伊藤　瑠々 秋田 秋田県南FC 夏井　優 秋田 秋田市JF 成田　愛奈 青森 黒石市JFC

長谷川　匠 秋田 秋田市JF 安達　日菜向 秋田 秋田市JF 宮井　彬成 宮城 気仙沼JFC 堀井　珠花 秋田 秋田市JF

山田　拓武 青森 むつJF 鈴木　葵依 秋田 秋田市JF 伊藤　煌二郎 秋田 秋田市JF 長岡　こころ 秋田 秋田市JF

関東ブロック 8 加藤　那琉 神奈川 Kiri.Jr 8 小見　夏穂 東京 東京ガーデン 8 福島　暖大 千葉 光ヶ丘ＦＣ 8 早川　碧莉 東京 ワセダC

見目　宏介 茨城 フェンサーズＦ 早川　葵彩 東京 ワセダＣ 加藤　琉亜 神奈川 Kiri　Ｊｒ 杉江　莉々香 神奈川 Kiri.Jr

峰岸　佳吾 群馬 沼田FC 高見沢　有華梨東京 ワセダＣ 堀江　真嵩 東京 東京ＦＳ 佐藤　ひな子 埼玉 埼玉Ｃ

坂口　駿斗 神奈川 Kiri.Jr 重藤　春香 東京 OHME FC 鈴木　哲矢 東京 ワセダＣ 並木　胡桃 群馬 沼田FC

林川　琉偉 東京 板橋ＦＣ 茂木　李穂 東京 八王子ＦＣ 　 安井　朱雀 千葉 柿の木台 砂山　青葉 群馬 高崎Ｃ

3名繰上 岡本　佑介 東京 板橋FC 3名繰上 笠原　怜姫 群馬 沼田FC 3名繰上 佐久間　慎乃輔東京 中大クレセント 橋本　美鈴 東京 騎士の会

土澤　悠貴 栃木 大平SN 小林　安璃 埼玉 埼玉C 小笠原　心 東京 RITZ FA 髙橋　絢華 東京 ワセダC

高橋　康希 東京 SEAスポーツ 久保田　未来乃東京 杉並Ｊｒ 中尾　豪太 東京 みなとFC 1名繰上 粕谷　優月 栃木 大平SN

北信越ブロック 6 前田　絆成 富山 SEIBU-FC 6 清原　希紘 富山 SEIBU－FC 6 才木　秀太 富山 富山パレス 6 前田　凛々子 富山 富山パレス

篠田　真吾 富山 高岡古城 高野　萌 富山 速星中 西村　健也 富山 富山パレス 佐藤　楓 富山 富山パレス

横山　慶汰 富山 婦中Jr 高山　桐 富山 婦中Jr 埋橋　匠 長野 長野ジュニアFC 保科　幸那 長野 長野ジュニアFC

中村　駿太 長野 箕輪中学校 村崎　心春 富山 速星中 角　柊太郎 石川
石川ジュニアフェンシン
グクラブ

加賀谷　心斗 富山 婦中JrFC

黒田　響 福井
武生ジュニアスポーツ少
年団

城内　結衣 長野 箕輪中学校 中町　謙太 富山 高岡古城FC 縣　ほのか 長野 南箕輪わくわくC

保科　幸作 長野 長野ジュニアFC 田中 すみれ 長野 箕輪中学校 長澤　陸来 長野 南箕輪わくわくC 藤原　小夏 長野 南箕輪わくわくC

東海ブロック 4 横田　尚雅 静岡 沼津FC 4 横田　彩未 静岡 沼津FC 4 加藤　大慈 静岡 沼津FC 4 木村　莉緒 静岡 沼津FC

田内　渓 岐阜 はしまモア 末松　亜璃沙 岐阜 はしまモア 吉田　京雅 岐阜 大垣FC 髙橋　ひなた 岐阜 はしまモア

弓長　昇主 愛知 愛工大名電中 長谷川　乃愛 愛知 中京大学Jr 奥井　咲之祐 愛知 名電JFC 國枝　永七水 岐阜 大垣FC

江崎　蒼一朗 三重 鳥羽ＦＣ 那須　杏里 三重 鳥羽ＦＣ 小久保　有唯 三重 鳥羽ＦＣ 加藤　璃紗 岐阜 はしまモア

近畿ブロック 6 湯浅　柊哉 大阪 上宮中 6 杉本　百 京都 京都きっず 6 白男川　瞬 大阪 読売千里Ｃ 6 水戸　彩那 京都 京都きっず

上田　雄暉 大阪 清風中 楠　彩名 京都 京都きっず 前田　竜成 京都 京都きっず 清水　菜乃 京都 京都きっず

竹中　大貴 京都 平安中 田中　あおい 大阪 河南町FC 和田　泰成 京都 京都ＦＦＣ 鵜本　翠 和歌山 和東ジュニア

古川　蒼汰 京都 平安中 大野　美麗 京都 京都きっず 床嶋　桔平 京都 京都ＦＦＣ 田中　うの 京都 京都ＦＦＣ

中谷　亮彦 京都 京都きっず 竹山　夏芽 京都 大山崎中 中浦　秀哲 大阪 読売千里Ｃ 中地　穂果 京都 京都きっず

熊本　颯太 京都 大山崎中 数井　詩 京都 同志社中
上野山　竜二
郎

和歌山 和歌山E 畑中　七葉 滋賀 滋賀FC

中国ブロック 3 遠藤　駿斗 島根 広瀬町FC 3 伊藤　杏 島根 松江FC 3 村田　煌冴 鳥取 鳥取JFC 3 谷村　星奈 広島 広瀬町FC

椿　琉衣 島根 広瀬町FC 周藤　美月 島根 松江FC 猪本　翔太郎 山口 岩国JFC 古賀　万結 山口 岩国JFC

近藤　知我 岡山 大安寺中 荒﨑　こころ 広島 福山FC 田中　遼大 鳥取 鳥取JFC 竹内　千皓 広島 福山FC

四国ブロック 2 石橋　臣都 香川 高松北中 2 曽根　寿々佳 愛媛 レフレール愛媛 2 後藤　正人 香川 香川ＪＦＣ 2 髙木　優希 香川 香川ＪＦＣ

山地　琉生 香川 高松北中 後藤　千里 香川 香川ＪＦＣ 福島　滉成 香川 香川ＪＦＣ 池田　有未 徳島 徳島クラブ

九州ブロック 2 小谷　宏輝 鹿児島 鹿児島JFC 2 谷口　真麻 宮崎 宮崎JFC 2 今村　凜太郎 熊本 熊本JC 2 岡田　風花 大分 大分JFC

関本　祐大 熊本 熊本JC 吉松　公果 鹿児島 鹿児島JFC 小松　数須馬 佐賀 佐賀JC 西川　日湖 佐賀 佐賀JC

中学男子 中学女子 小学５・６年男子 小学５・６女子


