
ポジション 名前 学年 出身 所属
GK 大畑　拓也 オオハタ　タクヤ 3 ジュビロ磐田 順天堂大学
GK 浅沼　優留 アサヌマ　スグル 3 成立学園高校 東洋大学
GK 山田　修平 ヤマダ　シュウヘイ 2 山梨学院大学付属高校 青山学院大学
GK 峯　達也 ミネ　タツヤ 3 桐光学園高校 慶應義塾大学
DF 保田　隆介 ヤスダ　リュウスケ 3 横浜FM・Y 慶應義塾大学
DF 郡司　昌弥 グンジ　マサヤ 2 柏U-18 東洋大学
DF 久保　飛翔 クボ　ツバサ 2 済美高校 慶應義塾大学
DF 溝渕　雄志 ミゾブチ　ユウシ 1 流通経済大学付属柏高校 慶應義塾大学
DF 高野　遼 タカノ　リョウ 1 横浜FM・Y 日本体育大学
DF 平尾　優頼 ヒラオ　マサヨリ 3 市立船橋高校 駒澤大学
DF 富澤　右京 トミザワ　ウキョウ 1 桐蔭学園高校 東京学芸大学
DF 廣木　雄磨 ヒロキ　ユウマ 3 FC東京U-18 東京学芸大学
MF 増田　湧介 マスダ　ユウスケ 3 清水東高校 慶應義塾大学
MF 山﨑　将 ヤマザキ　ショウ 3 浜松開誠館高校 桐蔭横浜大学
MF 仙頭　啓矢 セントウ　ケイヤ 1 京都橘高校 東洋大学
MF 伊藤　光輝 イトウ　コウキ 1 柏U-18 青山学院大学
MF 小牧　成亘 コマキ　マサノブ 3 ルーテル学院高校 駒澤大学
MF 土館　賢人 ドダテ　ケント 3 湘南工科大学付属高校 関東学院大学
MF 太田　一輝 オオタ　カズキ 3 磐田東高校 関東学院大学
MF 星　雄次 ホシ　ユウジ 3 横浜FM・Y 法政大学
MF 星子　直哉 ホシコ　ナオヤ 3 浦和東高校 平成国際大学
FW 荒木　大吾 アラキ　ダイゴ 2 柏U-18 青山学院大学
FW 長谷川　健太 ハセガワ　ケンタ 3 湘南工科大学付属高校 日本体育大学
FW 川森　有真 カワモリ　ユウマ 3 広島Y 東洋大学
FW 福島　遼 フクシマ　リョウ 3 神村学園高校 東京国際大学
FW 伊東　純也 イトウ　ジュンヤ 3 逗葉高校 神奈川大学
FW 小牟田　洋佑 コムタ　ヨウスケ 3 前橋育英高校 駒澤大学
FW 加藤　龍治 カトウ　リュウジ 3 成立学園高校 東京国際大学

12月7日招集選手　→　12/8の選考会に再招集される可能性もあります（原則なし）１９名

ポジション 名前 学年 出身 所属
GK 置田　峻也 オキタ　シュンヤ 1 星陵高校 中央大学
DF 河津　良一 カワヅ　リョウイチ 3 作陽高校 専修大学
DF 小出　悠太 コイデ　ユウタ 1 市立船橋高校 明治大学
DF 小出　啓太 コイデ　ケイタ 2 浦和Y 中央大学
DF 金澤　拓真 カナザワ　タクマ 2 横浜FM・Y 早稲田大学
DF 早川　史哉 ハヤカワ　フミヤ 2 新潟Y 筑波大学
DF 高橋　諒 タカハシ　リョウ 2 国見高校 明治大学
DF 塚川　孝輝 ツカガワ　コウキ 1 広島観音高校 流通経済大学
DF 西村　洋平 ニシムラ　ヨウヘイ 2 兵庫高校 筑波大学
MF 差波　優人 サシナミ　ユウト 2 青森山田高校 明治大学
MF 佐々木　陸 ササキ　リク 3 東福岡高校 国士舘大学
MF 山岸　祐也 ヤマギシ　ユウヤ 2 尚志高校 流通経済大学
MF 渋谷　亮 シブヤ　リョウ 3 東京V・Y 中央大学
MF 川崎　雄太 カワサキ　ユウタ 1 広島観音高校 流通経済大学
FW 平松　宗 ヒラマツ　シュウ 3 新潟Y 国士舘大学
FW 矢島　倫太郎 ヤジマ　リンタロウ 3 浦和Y 明治大学
FW 藤本　佳希 フジモト　ヨシキ 2 済美高校 明治大学
FW 若杉　拓也 ワカスギ　タクヤ 2 熊本県立大津高校 筑波大学
FW 田上　大地 タガミ　ダイチ 2 流通経済大学付属柏高校 流通経済大学

12月8日招集選手　１７名
ポジション 名前 学年 出身 所属

GK 松澤　香輝 マツザワ　コウキ 3 流通経済大学付属柏高校 早稲田大学
GK 三浦　龍輝 ミウラ　リュウキ 3 FC東京U-18 明治大学
DF 車屋　紳太郎 クルマヤ　シンタロウ 3 熊本県立大津高校 筑波大学
DF 今瀬　淳也 イマセ　ジュンヤ 3 市立船橋高校 国士舘大学
DF 川崎　裕大 カワサキ　ヤスマサ 3 成立学園 流通経済大学
DF 北爪　健吾 キタヅメ　ケンゴ 3 前橋育英高校 専修大学
DF 岡崎　亮平 オカザキ　リョウヘイ 3 湘南Y 中央大学
DF 三丸　拡 ミツマル　ヒロム 2 真岡高校 筑波大学
MF 星野　有亮 ホシノ　ユウスケ 3 静岡学園高校 専修大学
MF 近藤　洋史 コンドウ　ヒロシ 3 名古屋U-18 早稲田大学
MF 近藤　貴司 コンドウ　タカシ 3 三菱養和FC・Y 早稲田大学
MF 石原　幸治 イシハラ　コウジ 3 市立船橋高校 明治大学
MF 進藤　誠司 シンドウ　セイジ 3 流通経済大学付属柏高校 国士舘大学
FW 仲川　輝人 ナカガワ　テルヒト 3 川崎U-18 専修大学
FW 砂川　優太郎 スナガワ　ユウタロウ 3 広島Y 中央大学
FW 前澤　甲気 マエサワ　コウキ 3 清水商業高校 専修大学
FW 武藤　嘉紀 ムトウ　ヨシノリ 3 FC東京U-18 慶應義塾大学

※全日本大学選抜の選手は、今回の関東選抜選考会には招集致しません。

12月1日招集選手 →　12/7の選考会に再招集される可能性があります　２８名

「関東大学選抜」選考会への招集選手


