
1 1 安間　佐千 ユースA 栃木県 県立宇都宮北高校 SEED top top 48 +
2 2 堀　創 ユースA 宮城県 宮城県工業高校 SEED top top 36 -
3 1 柴田　晃一 ジュニア 神奈川県 神奈川県立愛川高校 SEED top top 35 -
3 1 佐々木　悠吾 ジュニア 京都府 東山高等学校 SEED top top 35 -
5 3 中原　栄 ユースA 岡山県 私立倉敷高校 SEED top top 34 -
6 3 小西　大介 ジュニア 岡山県 県立金川高校 SEED top top 30
7 1 杉本　怜 ユースB 北海道 札幌市立手稲東中学校 SEED top top 29 -
7 4 國谷　斗馬 ユースA 北海道 北海道美唄工業高校 SEED top top 29 -
9 4 古坂　賢太 ジュニア 千葉県 県立磯辺高校 top top top 28 -
9 4 本多　隆志 ジュニア 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 top top top 28 -

11 6 江口　健太 ジュニア 長崎県 長崎北陽台高校 top top top 27
12 7 永田　乃由季 ジュニア 沖縄県 沖縄県立北谷高校 SEED top top 26
13 8 河本　陽 ジュニア 鳥取県 大東文化大 top top top 25
13 5 菅野　由也 ユースA 京都府 京都府立洛西高等学校 SEED top top 25
15 6 髙岩　航 ユースA 京都府 京都府立洛西高等学校 top top top 20
16 7 松田　竜一 ユースA 京都府 京都府立向陽高等学校 SEED 42 - top 20
17 2 太田　祐資 ユースB 京都府 京都市立西稜中学校 SEED top top 20 -
17 9 白鳥　宏典 ジュニア 千葉県 県立幕張総合高等学校 SEED top top 20 -
17 2 羽鎌田　直人 ユースB 長野県 市立赤穂中学校 SEED 42 top 20 -
20 8 芝田　将基 ユースA 栃木県 作新学院高等学校 top top 38
21 10 佐田國　光 ジュニア 山口県 山口東京理科大 top top 35 +
22 4 落合　伸明 ユースB 神奈川県 横浜市立港南台第一中学校 29 top 35
23 5 中嶋　徹 ユースB 長野県 梓川小学校 SEED 41 + 34
24 9 佐々木　政明 ユースA 埼玉県 幸手商業高校 SEED top 28 -
24 6 中嶋　渉 ユースB 長野県 梓川中学校 top 38 + 28 -
26 10 角田　大樹 ユースA 埼玉県 埼玉岳連県立鴻巣高校 top top 27 +
27 11 船越　洋志 ジュニア 鳥取県 県立米子高等技術専門学校 33 - top 27
27 7 竹田　昇太 ユースB 北海道 札幌市立清田中学校 31 - top 27
27 11 松井　直 ユースA 埼玉県 城西大付属川越高校 top 40 - 27
27 12 櫻井　良平 ジュニア 愛知県 一宮工業高等学校 24.5 + 38 27
27 12 室田　雅史 ジュニア 山口県 県立防府高等学校 top 38 27
32 14 村上　友旗 ジュニア 宮城県 宮城広瀬高等学校 28 - 38 + 23
33 12 大田　博文 ユースA 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 30 - 37 -
33 15 鈴木　良輔 ジュニア 静岡県 浜松学芸高等学校 24 33
35 13 辻道　良平 ユースA 北海道 北海道美唄工業高校 25 35 +
35 16 小澤　拓也 ジュニア 茨城県 茨城県立日立北高校 26 33 -
37 14 庄子　直希 ユースA 茨城県 茨城県立日立北高校 24 + 35
37 14 原口　幹雄 ユースA 千葉県 県立船橋高等学校 26 - 35
37 17 尾形　保充 ジュニア 佐賀県 佐賀県立多久高等学校 29 + 35
37 17 本田　晋介 ジュニア 長崎県 長崎北陽台高校 30 35
37 14 新見　祥 ユースA 広島県 広島市立沼田高等学校 28 - 32
42 19 吉田　泰祐 ジュニア 茨城県 茨城県立日立北高校 28 31 -
42 17 工藤　圭祐 ユースA 千葉県 県立幕張総合高等学校 30 - 31 -
44 18 吉田　明央 ユースA 千葉県 県立幕張総合高等学校 25 29 -
44 20 川田　宏昭 ジュニア 栃木県 宇都宮東高校 28 - 29 -
46 19 大沢　光 ユースA 神奈川県 日本大学高等学校 24 31 -
46 19 南里　隆盛 ユースA 佐賀県 佐賀県立多久高等学校 24 31 -
46 8 松本　充 ユースB 栃木県 宇都宮市立旭中学校 25 - 31 -
46 21 関根　康史 ジュニア 茨城県 茨城県立日立北高校 25 31 -
46 19 濱田　勝大 ユースA 埼玉県 県立坂戸高校 25 31 -
46 21 徳本　敦也 ジュニア 山口県 多々良学園高等学校 26 31 -
46 19 山下　大地 ユースA 富山県 富山県立砺波工業高校 28 + 31 -
46 19 川村　明典 ユースA 静岡県 静岡県立富士宮西高校 28 - 31 -
46 19 岩田　裕暁 ユースA 山口県 県立防府高等学校 28 - 31 -
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46 21 山本　悠基 ジュニア 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 30 31 -
56 25 中村　匡利 ユースA 山口県 山口県立新南陽高等学校 25 28 +
56 25 高橋　寛紀 ユースA 静岡県 浜松学芸高等学校 28 28 +
58 27 吉田　誠 ユースA 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 25 - 28
59 24 伊藤　裕貴 ジュニア 埼玉県 埼玉県立三郷工業技術高校 28 28 -
59 24 山口　恭平 ジュニア 長崎県 長崎県立大村工業高校 30 - 28 -
61 28 福本　善文 ユースA 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 25 - 26
61 9 尾崎 　真人 ユースB 佐賀県 佐賀県立中央中学校 26 - 26
63 26 北見　和也 ジュニア 神奈川県 東海大 24 + 25 +
64 29 武分　渉 ユースA 広島県 広島県立高陽高等学校 24.5 + 24
65 30 寺門　直也 ユースA 茨城県 水戸第一高校 27 + 30 +
65 30 小島　希予志 ユースA 埼玉県 埼玉県立庄和高校 25 + 24 -
67 32 阿部　和哉 ユースA 大分県 大分県立杵築高等学校 28 30
67 27 鈴木　寛朗 ジュニア 茨城県 茨城県立日立北高校 24 22
67 10 橋本　玄矢 ユースB 長野県 白馬村立白馬中学校 SEED 22
70 11 手嶋　大器 ユースB 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 25 - 23
71 33 中倉　貴司 ユースA 埼玉県 県立坂戸高校 24.5 21 +
71 28 横須賀　充 ジュニア 茨城県 水戸工業高校 24 + 21
73 29 稲見　一翔 ジュニア 茨城県 水戸工業高校 24 + 21
73 34 長岡　洋平 ユースA 茨城県 水戸第一高校 24 16 -
73 34 田中　宏一 ユースA 埼玉県 埼玉県立庄和高校 25 16 -
76 12 大橋　朗 ユースB 北海道 札幌市立手稲東中学校 25 12 +
77 36 安藤　真悟 ユースA 埼玉県 県立坂戸高校 24 -
77 30 脇田　大翼 ジュニア 新潟県 24 -
79 37 中村　敏博 ユースA 静岡県 浜松日体 24
79 37 加茂　和幸 ユースA 佐賀県 佐賀県立多久高等学校 24
79 31 相澤　佑樹 ジュニア 茨城県 茨城県立日立北高校 24
79 31 川原　拓也 ジュニア 埼玉県 埼玉県立庄和高校 24
83 39 森崎　充 ユースA 大分県 大分県立杵築高等学校 20
84 40 井上　拓美 ユースA 山口県 山口県立新南陽高等学校 18 +
85 13 横辺　貴弥 ユースB 岡山県 真庭市立湯原中学校 18
85 41 小川　龍志 ユースA 静岡県 浜松日体 18
85 41 北端　佑也 ユースA 神奈川県 神奈川県立秦野南が丘高校 18
85 41 白石　裕也 ユースA 群馬県 県立高崎工業高等学校 18
85 41 小林　正和 ユースA 茨城県 県立緑岡高等学校 18
85 41 黒澤　琢也 ユースA 茨城県 県立緑岡高等学校 18
85 41 帯刀　雅史 ユースA 大分県 大分工業高校 18
85 33 渡邉　将彦 ジュニア 神奈川県 神奈川県立秦野南が丘高校 18
85 33 大津　雄太郎 ジュニア 茨城県 水戸第一高校 18
94 14 加藤　拓真 ユースB 神奈川県 藤沢市立滝ノ沢中学校 23 +
95 47 小石　晃央 ユースA 大分県 大分県立杵築高等学校 21
96 48 那須　昭仁 ユースA 鳥取県 県立鳥取中央育英高等学校 20 +
97 35 竹本　昌史 ジュニア 神奈川県 神奈川県立秦野南が丘高校 19 +
98 49 佐藤　光亮 ユースA 宮城県 宮城広瀬高等学校 19
99 50 百出　卓実 ユースA 広島県 広島県立高陽高校 18 +

100 15 岡田　大輔 ユースB 大分県 大分大学教育福祉科学部付属中学校18
100 51 千綿　一也 ユースA 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 18
102 52 末永　真樹 ユースA 佐賀県 佐賀県立佐賀工業高等学校 17
102 52 小沼　翼 ユースA 茨城県 県立緑岡高等学校 17
104 54 橋本　理徳 ユースA 青森県 八戸工業大学第一高等学校 14
104 54 竹林　光治 ユースA 青森県 八戸工業大学第一高等学校 16


