
NO FA ポジション

1 栃木 ＧＫ 石田 眞心 イシダ マサムネ

2 埼玉 ＧＫ 河合 颯佑 カワイ サスケ

3 東京 ＧＫ 小島 望蒼 コジマ ノア

4 神奈川 ＧＫ 中辻 結太 ナカツジ ユウタ

5 茨城 FP 滝澤 周生 タキザワ シュウ

6 茨城 FP 小笠原 央 オガサワラ ヒロ

7 茨城 FP 髙木 瑛人 タカキ エイト

8 茨城 FP 大槻 海惺 オオツキ カイセイ

9 茨城 FP 熊澤 結人 クマザワ ユイト

10 茨城 FP 石渡 智也 イシワタリ トモヤ

11 群馬 FP 金澤 瑠偉都 カナザワ ルイト

12 埼玉 FP 笠原 慶多 カサハラ ケイタ

13 埼玉 FP 岩城 敢大 イワキ カンタ

14 埼玉 FP 兼頭 晴宗 カネトウ ハルムネ

15 埼玉 FP 熊田 佳斗 クマダ ヨシト

16 埼玉 FP 岩﨑 篤斗 イワサキ アツト

17 埼玉 FP 松坂 碧生 マツザカ アオイ

18 埼玉 FP 和田 武士 ワダ タケシ

19 千葉 FP 五十嵐 陵 イガラシ リョウ

20 千葉 FP 長南 開史 チョウナン カイジ

21 千葉 FP 徳田 真夏 トクダ マナツ

22 千葉 FP 西野 陽稀 ニシノ ハルキ

23 千葉 FP 押元 耀也 オシモト ダイヤ

24 千葉 FP 佐藤 遼太 サトウ リョウタ

25 千葉 FP 竹口 陽優 タケグチ ハルマ

26 東京 FP 山崎 宏太 ヤマザキ コウタ

27 東京 FP 山崎 佑太 ヤマザキ ユウタ

28 東京 FP 伊藤 海成 イトウ カイセイ

29 東京 FP 笠原 琉可 カサハラ ルカ

30 東京 FP 青木 智史 アオキ トモフミ

31 東京 FP 北原 槙 キタハラ マキ

32 東京 FP 高井 鉄勝 タカイ テッショウ

33 東京 FP 川村 求 カワムラ キュウ

34 東京 FP 伊藤 優 イトウ ユウ

35 東京 FP 長田 愛澄斗 ナガタ アスト

36 神奈川 FP 今廣 遥碧 イマヒロ ルイ

37 神奈川 FP 大原 比呂 オオハラ ヒロ

38 神奈川 FP 全 天海 ゼン テンカイ

39 神奈川 FP 中村 孝成 ナカムラ コウセイ

40 神奈川 FP 尾方 啓太郎 オガタ ケイタロウ

41 神奈川 FP 都 瑛地 ミヤコ エイジ

42 神奈川 FP 今村 涼弥 イマムラ リョウヤ

43 神奈川 FP 草野 陸 クサノ リク

44 神奈川 FP 佐伯 俊哉 サエキ シュンヤ

45 神奈川 FP 高島 駿 タカシマ シュン

46 山梨 FP 齋藤 叶空 サイトウ カナタ

47 山梨 FP 深澤 健太 フカサワ ケンタ

48 山梨 FP 相原 清人 アイハラ キヨト
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バディーSC

横浜FC
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FC東京U-15むさし

横河武蔵野FC

三菱養和SC巣鴨
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FC東京U-15深川
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柏レイソル

柏レイソルA.A. TOR'82

ジェフユナイテッド市原
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浦和レッドダイヤモンズ

浦和レッドダイヤモンズ

浦和レッドダイヤモンズ

柏レイソル

柏レイソル

前橋FC

FC　Lavida

大宮アルディージャ
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鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズつくば
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鹿島アントラーズつくば

ウイングスSC

浦和レッドダイヤモンズ

東京ヴェルディ

湘南ベルマーレwest

鹿島アントラーズ
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