
№ 都県名 ポジション 学年 所属チーム

1 茨城 FP 朝比奈 叶和 アサヒナ トワ 6 鹿島アントラーズジュニア
2 茨城 FP 飯島 智也 イイジマ トモヤ 6 ウェルネスフットボールアカデミー
3 茨城 FP 岩永 佳樹 イワナガ ヨシキ 6 息栖ＳＳＳ
4 茨城 FP 大金 怜央 オオガネ レオ 6 鹿島アントラーズノルテジュニア
5 茨城 GK 加藤 大翼 カトウ タイスケ 6 鹿島アントラーズつくばジュニア
6 茨城 FP 加藤 漣 カトウ レン 6 水戸ホーリーホックジュニア
7 茨城 FP 佐藤 湧斗 サトウ ユウト 6 ＦＣヴェレン大洗
8 茨城 FP 宮本 理央 ミヤモト リオ 6 鹿島アントラーズつくばジュニア
9 茨城 FP 横田 椋 ヨコタ リョウ 6 鹿島アントラーズジュニア

10 神奈川 FP 浅田 大翔 アサダ ヒロト 6 SCHフットボールクラブ
11 神奈川 FP 市川 未悠 イチカワ ミユウ 6 はるひ野ＢＳＣ
12 神奈川 FP 内田 耕太郎 ウチダ コウタロウ 6 ＦＣ今宿茅ヶ崎
13 神奈川 FP 江黒 南実 エグロ ミナミ 6 横浜ジュニオールサッカークラブ
14 神奈川 FP 海邊 真太郎 カイベ シンタロウ 6 横浜Fマリノス
15 神奈川 FP 柏村 涼太 カシムラ リョウタ 6 川崎フロンターレ
16 神奈川 FP 関 徳晴 カン ノリハル 6 川崎フロンターレ
17 神奈川 FP 久保 瑛史 クボ エイジ 6 横浜Fマリノス
18 神奈川 FP 小山 海音 コヤマ カイト 6 SCHフットボールクラブ
19 神奈川 FP 齊藤 芭流 サイトウ ハル 6 足柄フットボールクラブ
20 神奈川 FP 新堀 翔 シンボリ カケル 6 川崎フロンターレ
21 神奈川 FP 竹内 政一郎 タケウチ セイイチロウ 6 横浜Fマリノス
22 神奈川 FP 林 駿佑 ハヤシ シュンスケ 6 川崎フロンターレ
23 神奈川 FP 八尋 海斗 ヤヒロ カイト 6 横浜Fマリノス
24 群馬 FP 青柳 遥大 アオヤギ ハルト 6 ルーヴェン高崎ＦＣ
25 群馬 FP 大関 駿 オオゼキ シュン 6 前橋ジュニア
26 群馬 FP 森山 璃音 モリヤマ リオン 6 tonan前橋
27 群馬 FP 八木 瑛舟 ヤギ エイシュウ 6 パルケＦＣ前橋
28 埼玉 GK 石田 永遠 イシダ トワ 6 浦和レッドダイヤモンズジュニア
29 埼玉 FP 伊勢 はな イセ ハナ 6 新座西堀キッカーズ
30 埼玉 FP 長 璃喜 オサ リュウキ 6 杉戸ゼウシスＦＣ
31 埼玉 FP 川地 瑛太 カワジ エイタ 6 レジスタＦＣ
32 埼玉 FP 小島 颯来 コジマ サツキ 6 ダイナモ川越東ＦＣ
33 埼玉 FP 霜田 優真 シモダ ユウマ 6 新座片山フットボールクラブ少年団
34 埼玉 FP 白井 桜介 シライ オウスケ 6 浦和レッドダイヤモンズジュニア
35 埼玉 FP 杉村 晄汰 スギムラ コウタ 6 さいたまシティノースフットボールクラブ
36 埼玉 FP 鈴木 啓太 スズキ ケイタ 6 レジスタＦＣ
37 埼玉 FP 田中 一信 タナカ イッシン 6 浦和レッドダイヤモンズジュニア
38 埼玉 FP 田中 翼冴 タナカ ツバサ 6 大宮アルディージャＵ１２
39 埼玉 FP 辻 あみる ツジ アミル 6 Aitoku ReeM FC
40 埼玉 FP 七海 奎佑 ナナウミ ケイスケ 6 さいたまシティノースフットボールクラブ
41 埼玉 GK 野口 依吹 ノグチ イブキ 6 大宮アルディージャＵ１２
42 埼玉 FP 林 椿 ハヤシ ツバキ 6 If Levante Futebol Clube
43 埼玉 FP 平家 璃久斗 ヘイケ リクト 6 Aitoku ReeM FC
44 埼玉 FP 松井 美優 マツイ ミユ 6 エクセレントフィートFC
45 埼玉 FP 茂木 未宙 モテキ ミヒロ 6 北坂戸サッカークラブ
46 埼玉 FP 山口 豪太 ヤマグチ ゴウタ 6 勝瀬ふじみ野サッカークラブ
47 千葉 GK 大和久 悠真 オオワク ユウマ 6 茂原ＳＣ
48 千葉 FP 小川 夢成 オガワ ユウセイ 6 ときがねＦＣ
49 千葉 FP 近藤 絆生 コンドウ イオ 6 アブレイズ千葉ＳＣ
50 千葉 FP 篠塚 怜音 シノズカ レオ 6 市川ＦＣ
51 千葉 FP 中屋 光廣 ナカヤ アレン 6 ＦＣボレイロ成田
52 千葉 GK 野口ピント 天飛 ノグチピント アマト 6 柏レイソルＵ－１２
53 千葉 FP 廣岡 瑛太 ヒロオカ エイタ 6 柏レイソルＵ－１２
54 千葉 FP 森 露羽安 モリ ロワア 6 船橋ＦＣ
55 東京 FP 上野 邑魁 ウエノ ユウト 6 バディサッカークラブ
56 東京 FP 川口 歩奏 カワグチ フウカ 6 白百合サッカークラブ
57 東京 FP 四海 星南 シカイ セナ 6 クリアージュフットボールクラブクルーゼ
58 東京 FP 菅原 悠太 スガワラ ユウタ 6 ＪＡＣＰＡ東京ＦＣ
59 東京 FP 鈴木 楓 スズキ カエデ 6 ホワイトダックスＳ.Ｃ
60 東京 FP 武山 陽介 タケヤマ ヨウスケ 6 小柳小まむし坂サッカークラブ
61 東京 FP 田中 希和 タナカ キオ 6 府中新町ＦＣ
62 東京 FP 永野 太一 ナガノ タイチ 6 富士見丘少年蹴球団
63 東京 FP 二階堂 凛太郎 ニカイドウ リンタロウ 6 九曜フットボールクラブジュニア
64 東京 FP 藤井 漣祐 フジイ レンスケ 6 ＪＡＣＰＡ東京ＦＣ
65 東京 GK 山崎 琉聖 ヤマザキ リュウセイ 6 東京ヴェルディジュニア
66 栃木 FP 阿久津 雄大 アクツ ユウダイ 6 ともぞうSC
67 栃木 GK 入江 希星 イリエ キラリ 6 足利トレヴィータFC
68 栃木 FP 上野 瑛太 ウエノ エイタ 6 栃木サッカークラブジュニア
69 栃木 FP 臼井 蒼悟 ウスイ ソウゴ 6 栃木サッカークラブジュニア
70 栃木 FP 内田 大地 ウチダ ダイチ 6 S４スペランツァ
71 栃木 FP 酒井 舜哉 サカイ シュンヤ 6 JFCファイターズ
72 栃木 GK 佐久間 彪冴 サクマ ヒュウゴ 6 栃木サッカークラブジュニア
73 栃木 FP 柴野 快仁 シバノ ハヤト 6 FCみらい
74 栃木 FP 野口 慶 ノグチ ケイ 6 栃木サッカークラブジュニア
75 山梨 FP 一瀬 零央 イチノセ レオ 6 エアフォルク山梨
76 山梨 FP 楠 彪 クスノキ ヒョウ 6 ヴァンフォーレ甲府U-12
77 山梨 FP 杉岡 侑樹 スギオカ ユウキ 6 ヴァンフォーレ甲府U-12
78 山梨 FP 鶴田 青々斗 ツルタ アアト 6 ヴァンフォーレ甲府U-12
79 山梨 FP 日野原 十矢 ヒノハラ トオヤ 6 ヴァンフォーレ甲府U-12
80 山梨 FP 堀内 浩貴 ホリウチ ヒロキ 6 ヴァンフォーレ甲府U-12
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