
大学選抜東京都

富岡　義志雄 伴　潔俊 熊谷　寛

スタッフ

選抜役職 監督 コーチ

安達　将太 神保　美佳

スタッフ

千葉県
180 73

県立八千代高校 千葉県

コーチ

県立八千代高校

氏名

1 GK 小林　拓矢 コバヤシ　タクヤ 3

選手

所属/役職

氏名ポジション背番号
前所属チーム

出身高校
体重身長学年フリガナ

（都道府県）

（都道府県）

帝京大学/学連

スタッフ

砂川　太希

スタッフ

桐光学園高校 神奈川県

成立学園高校 東京都

3 166

3 DF 黒坂　悠生 クロサカ　ユウキ 3

612 DF 三浦　　　凌 ミウラ　リョウ

成立学園高校 東京都
182 77

桐光学園高校 神奈川県

173 59

4 DF 高木　康平 タカギ　コウヘイ
市立浦和高校 埼玉県

5 DF 金子　史明 カネコ　フミアキ 2

693 176

武南高校 埼玉県

武南高校 埼玉県

64

市立浦和高校 埼玉県

流通経済大学付属柏高校

流通経済大学付属柏高校 千葉県

千葉県

汝　島高 韓国

173 國學院大学6 MF 橋本　将太郎 ハシモト　ショウタロウ 2

8 MF 井上　賢光

7 MF

和歌山県

初芝橋本高校 和歌山県

山梨学院大学

山梨学院大学

3
汝　島高 韓国

170 70

9 MF 鄒　　　龍輝 スウ　リュウキ 3

753イノウエ　マサミツ 175

172

11

浦和東高校 埼玉県

浦和東高校 埼玉県

66
狛江高校

3 17710

60
桐光学園高校

シムラ　ユウタ
狛江高校

FW 田中　昇平 タナカ　ショウヘイ 2

千葉県

東京都

江坂　直人 エサカ　ナオト

桐光学園高校 神奈川県
163

神奈川県

千葉国際高校

東京都

埼玉県
13 DF 大場　瑞希 オオバ　ミズキ

浦和東高校 埼玉県

東京都
玉川大学

653 177
東京都

初芝橋本高校

明治学院大学

14 DF 一井　賢人 イチノイ　タカヒト

12 GK

FW 志村　優太

753 175

成立学園高校

上智大学

東京経済大学

國學院大学

千葉国際高校

浦和東高校
大東文化大学

FW 村原　大輝 ムラハラ　ダイキ

東京経済大学/監督 創価大学/監督 東京経済大学/コーチ

2

2

金　　　泳夏 キム　ヨンハ

神奈川県

相馬　健太郎 ソウマ　ケンタロウ 3

東京経済大学

成立学園高校

千葉県

171 62

東京都

日本大学文学部/学連

所属大学

明治学院大学

立教大学

立正大学

横浜FM・Y

東京大学/学連

帝京大学

66

成蹊大学

神奈川県

東京都

帝京高校

帝京高校

171 64 立正大学
横浜創英高校

177 66

ユニフォームカラー FP ブラック／GK レッド

MF15

16



神奈川県 大学選抜 ユニフォームカラー FP グリーン／GK　ブルー

スタッフ

氏名 小圷 昭仁 木下 郁雄 岩本 悟

選抜役職 監督 コーチ コーチ

身長 体重

所属/役職 防衛大学校/監督 横浜市立大学/監督 松蔭大学/監督

選手

背番号 ポジション 氏名 フリガナ 学年 所属大学
前所属チーム （都道府県）

出身高校 （都道府県）

1 GK 堀田 大輝 ホッタ ダイキ 2 183 76 東海大学
仙台Y 宮城県

仙台商業高校 宮城県

2 DF 長谷川 寛太 ハセガワ カンタ 1 178 72 東海大学
東海大学山形高校 山形県

東海大学山形高校 山形県

3 DF 岩壁 裕也 イワカベ ヒロヤ 2 181 70 東海大学
横浜ＦＭ・Y 神奈川県

保土ヶ谷高校 神奈川県

4 DF 木村 竜也 キムラ タツヤ 3 181 70 東海大学
東海大学菅生高校 東京都

東海大学菅生高校 東京都

5 DF 笛木 浩大 フエキ コウダイ 1 181 73 東海大学
帝京長岡高校 新潟県

帝京長岡高校 新潟県

6 MF 北原 大奨 キタハラ ダイスケ 2 178 60 東海大学
湘南Y 神奈川県

吉田島総合高校 東京都

7 MF 溝口 晃大 ミゾグチ コウタ 2 177 66 東海大学
大宮Y 埼玉県

大宮北高校 埼玉県

8 MF 田島 健太 タジマ ケンタ 2 174 68 東海大学
東海大学付属高輪台高校 東京都

東海大学付属高輪台高
校

東京都

9 MF 吾妻 海渡 アズマ カイト 1 172 68 東海大学
東海大学付属望洋高校 千葉県

東海大学付属望洋高校 千葉県

10 FW 田村 翼 タムラ ツバサ 2 171 68 東海大学
広島皆実高校 広島県

広島皆実高校 広島県

11 FW 若林 涼太 ワカバヤシ リョウタ 1 172 65 東海大学
矢板中央高校 栃木県

矢板中央高校 栃木県

12 GK 橋本 颯也 ハシモト ソウヤ 2 176 76 松蔭大学
厚木北高校 神奈川県

厚木北高校 神奈川県

13 DF 原 祥太 ハラ ショウタ 1 172 70 横浜市立大学
県立多摩高校 神奈川県

県立多摩高校 神奈川県

14 MF 大崎 昇吾 オオサキ ショウゴ 3 181 70 横浜市立大学
市立浦和高校 埼玉県

市立浦和高校 埼玉県

15 MF 徳田 大夢 トクダ ヒロム 1 165 53 横浜市立大学
清水東高校 静岡県

清水東高校 静岡県

藤枝東高校 静岡県

藤枝東高校 静岡県
16 FW 齋藤 誠也 サイトウ セイヤ 2 169 61 松蔭大学



千葉県 大学選抜 ユニフォームカラー FP ホワイト／GK ブラック

スタッフ

氏名 八津川　義廣 迫　秀男 高橋　浩太 大関　俊裕

選抜役職 監督 コーチ ＧＫコーチ トレーナー

身長 体重

所属/役職 明海大学監督 中央学院大学監督 明海大学ＧＫコーチ 明海大学トレーナー

選手

背番号 ポジション 氏名 フリガナ 学年 所属大学
前所属チーム （都道府県）

出身高校 （都道府県）

1 GK 辻本　佳　 ツジモト　ケイ 2 182 73 中央学院院大学
神戸U-18 兵庫県

神戸国際大学付属高校 兵庫県

2 ＤＦ 加藤　光 カトウ　ヒカル 2 178 76 国際武道大学
湘南Y 神奈川県

足柄高校 神奈川県

3 ＭＦ 小沼　真之 オヌマ　マサユキ 2 172 64 明海大学
鹿島高校 茨城県

鹿島高校 茨城県

4 ＤＦ 本田　裕樹 ホンダ　ヒロキ 2 174 60 明海大学
ＪＦＡアカデミー 福島県

県立富岡高校 福島県

5 ＤＦ 早矢仕　久志 ハヤシ　ヒサシ 2 164 62 中央学院院大学
　市立船橋高校 千葉県

市立船橋高校 千葉県

6 ＭＦ 小山　大賀 コヤマ　タイガ 2 174 65 中央学院院大学
鹿島学園高校 茨城県

鹿島学園高校 茨城県

7 ＭＦ 藤田　啓介 フジタ　ケイスケ 2 178 66 明海大学
青森山田高校 青森県

青森山田高校 青森県

8 ＤＦ 富森　啓 トミモリ　ケイ 2 175 70 江戸川大学
南風原高校 沖縄県

南風原高校 沖縄県

9 ＦＷ 金子　綺杜 カネコ　アヤト 2 172 63 明海大学
東京Ｖ・Ｙ 東京都

菅高校 神奈川県

10 ＦＷ 古橋　広樹 フルハシ　ヒロキ 2 168 58 中央学院院大学
鹿島学園高校 茨城県

鹿島学園高校 茨城県

11 ＭＦ 新堀　真也 シンボリ　ナオヤ 1 174 68 明海大学
千葉U-18 千葉県

千葉経済大学付属高校 千葉県

12 GK 亀井　照太 カメイ　ショウタ 1 182 70 明海大学
帝京長岡高校 新潟県

帝京長岡高校 新潟県

13 ＭＦ 横山　京士 ヨコヤマ　アツシ 1 170 65 明海大学
茂原北陵高校 千葉県

茂原北陵高校 千葉県

14 ＭＦ 鈴木　竜太 スズキ　リョウタ 2 176 70 明海大学
青森山田高校 青森県

青森山田高校 青森県

15 ＤＦ 早坂　武流 ハヤサカ　タケル 1 178 70 明海大学
ＪＦＡアカデミー 福島県

県立富岡高校 福島県

16 ＤＦ 城ケ瀧　大地 ジョウガタキ　ダイチ 2 184 72 明海大学
修徳高校 東京都

修徳高校 東京都

17 ＦＷ 山本　一輝 ヤマモト　カズキ 2 181 81 明海大学
常葉学園橘高校 静岡県

常葉学園橘高校 静岡県

18 ＦＷ 横前　裕大 ヨコマエ　ユウダイ 1 171 57 中央学院院大学
市立船橋高校 千葉県

市立船橋高校 千葉県

19 ＭＦ 伊藤　巧 イトウ　タクミ 2 164 63 中央学院院大学
　聖和学園高校 宮城県

聖和学園高校 宮城県

20 ＭＦ 柳　雄太郎 ヤナギ　ユウタロウ 1 173 61 明海大学
帝京長岡高校 新潟県

帝京長岡高校 新潟県

21 ＤＦ 岸　俊介　 キシ　シュンスケ 1 175 65 中央学院院大学
中央学院高校 千葉県

中央学院高校 千葉県

関東第一高校 東京都

関東第一高校 東京都
22 ＭＦ 田中　裕也 タナカ　ヒロヤ 1 172 68 明海大学



埼玉県 大学選抜 ユニフォームカラー FP イエロー／GK ピンク

スタッフ

氏名 中山　智之 今成　知尚 阿部　龍太郎

選抜役職 監督 GKコーチ 主務

身長 体重

所属/役職 尚美学園大学／コーチ 埼玉工業大学／監督 城西大学／埼玉県学生委員長

選手

背番号 ポジション 氏名 フリガナ 学年 所属大学
前所属チーム （都道府県）

出身高校 （都道府県）

1 GK 渡部　悠己 ワタナベ　ユウキ 1 178 85 埼玉工業大学
羽黒高校 山形県

羽黒高校 山形県

2 DF 松本　康平 マツモト　コウヘイ 3 174 67 埼玉工業大学
正智深谷高校 埼玉県

正智深谷高校 埼玉県

3 DF 藤崎　翔太 フジサキ　ショウタ 3 185 72 尚美学園大学
八王子北高校 東京都

八王子北高校 東京都

4 DF 井上　耕也 イノウエ　コウヤ 1 180 71 埼玉工業大学
正智深谷高校 埼玉県

正智深谷高校 埼玉県

5 MF 石川　雅人 イシカワ　マサト 3 175 62 埼玉工業大学
日本航空高校 山梨県

日本航空高校 山梨県

6 MF 平賀　裕貴　 ヒラガ　ユウキ 2 169 60 共栄大学
流通経済大付属柏高校 千葉県

流通経済大付属柏高校 千葉県

7 MF 望月　達也 モチヅキ　タツヤ 2 175 66 埼玉工業大学
日本航空高校 山梨県

日本航空高校 山梨県

8 MF 住永　和万 スミナガ　カズマ 2 168 63 　尚美学園大学
西武台高校 埼玉県

西武台高校 埼玉県

9 0 小嶋　将幸 コジマ　マサユキ 1 184 75 獨協大学
中央学院高校 千葉県

中央学院高校 千葉県

10 MF 中里　勇斗 ナカザト　ユウト 3 178 67 城西大学
武南高校 埼玉県

武南高校 埼玉県

11 FW 小林　聖也 コバヤシ　セイヤ 2 168 58 尚美学園大学
日本学園高校 東京都

日本学園高校 東京都

12 GK 菊池　優太 キクチ　ユウタ 1 178 70 共栄大学
長崎総合科学大学附属高校 長崎県

長崎総合科学大学附属高校 長崎県

13 FW 和田　憲明 ワダ　ノリアキ 3 167 65 文教大学
成立学園高校 東京都

成立学園高校 東京都

14 MF 青木　　椋 アオキ　リョウ 3 171 58 城西大学
大宮南高校 埼玉県

大宮南高校 埼玉県

15 DF 井上　裕亮 イノウエ　ユウスケ 3 181 73 埼玉工業大学
国見高校 長崎県

国見高校 長崎県

越谷西高校 埼玉県

越谷西高校 埼玉県
16 DF 渡邉　貴央 ワタナベ　タカヒロ 1 180 75 共栄大学



北関東 大学選抜 ユニフォームカラー(ビブス) FP オレンジ／GK イエロー

スタッフ

氏名 谷田部　將司 松崎　郁 宮入　悠

選抜役職 監督 学生スタッフ 学生スタッフ

身長 体重

所属/役職 足利工大学/監督 常磐大学/マネージャー 関東学園大学/学連

選手

背番号 ポジション 氏名 フリガナ 学年 所属大学
前所属チーム （都道府県）

出身高校 （都道府県）

1 GK 戸崎　人夢 トザキ　トム 1 185 76 上武大学
國學院栃木高校 栃木県

國學院栃木高校 栃木県

2 DF 齋藤　峻佑 サイトウ　シュンスケ 1 167 64 作新学院大学
文星芸術大学附属高校 栃木県

文星芸術大学附属高校 栃木県

3 DF 野村　聡太 ノムラ　ソウタ 1 178 76 群馬大学
前橋高校 群馬県

前橋高校 群馬県

4 DF 植野　元紀 ウエノ　モトキ 2 180 68 茨城大学
鹿島Y 茨城県

鹿島学園高校 茨城県

5 DF 清水　大悟 シミズ　ダイゴ 1 174 66 関東学園大学
前橋育英高校 群馬県

前橋育英高校 群馬県

6 MF 西山　大貴 ニシヤマ　ヒトキ 1 176 60 白鴎大学
日立北高校 茨城県

日立北高校 茨城県

7 DF 長谷川　輝 ハセガワ　ヒカル 1 177 67 白鴎大学
宇都宮白楊高校 栃木県

宇都宮白楊高校 栃木県

8 MF 佐藤　尚 サトウ　ショウ 2 167 62 群馬大学
高崎高校 群馬県

高崎高校 群馬県

9 MF 石塚　雄也 イシヅカ　ユウヤ 1 165 59 白鴎大学
白鴎大学足利高校 栃木県

白鴎大学足利高校 栃木県

10 FW 高田　侑弥 タカダ　ユウヤ 2 180 72 茨城大学
牛久栄進高校 茨城県

牛久栄進高校 茨城県

11 FW 林　翔太郎 ハヤシ　ショウタロウ 1 178 72 足利工業大学
茨城県立中央高校 茨城県

茨城県立中央高校 茨城県

12 GK 儀間　正悟 ギマ　ショウゴ 1 182 75 上武大学
読谷高校 沖縄県

読谷高校 沖縄県

13 DF 井上　聡基 イノウエ　トシキ 1 176 72 足利工業大学
國學院栃木高校 栃木県

國學院栃木高校 栃木県

14 MF 森　卓哉 モリ　タクヤ 1 174 68 足利工業大学
矢板中央高校 栃木県

矢板中央高校 栃木県

15 MF 志賀　隆之 シガ　タカユキ 2 167 64 茨城大学
牛久栄進高校 茨城県

牛久栄進高校 茨城県

16 MF 佐藤　永規 サトウ　エイキ 1 173 67 常磐大学
第一学院高校 茨城県

第一学院高校 茨城県


