
全国中学生大会東京都推薦枠

順位 氏名 クラブ名 順位 氏名 クラブ名

1 鈴木 哲矢 (中男F) NEXUS FC 1 岩橘 英莉花 (中女F) ワセダクラブ 

2 前田 将志 (中男F) GARDEN 2 早川 碧莉 (中女F) ワセダクラブ 

3 田代 圭 (中男F) NEXUS FC 3 白石 瑠花 (中女F) TFS 

4 河野 碩資 (中男F) 三田FC 4 高野 杏奈 (中女F) NEXUS FC 

5 松本 将暉 (中男F) 小金井フェンシング 5 重藤 優希 (中女F) NEXUS FC 

6 伊藤 成希 (中男F) GARDEN 6 陳 星托雅 (中女F) みなとクラブ 

7 佐藤 龍吾 (中男F) GARDEN 7 西田 真穂 (中女F) 八王子FC 

8 安西 一真 (中男F) 杉並ジュニアFT 8 羽石 祐丹 (中女F) ＤＦＡ 

9 小橋川 月斗 (中男F) NEXUS FC 9 小林 芳 (中女F) みなとクラブ 

10 布川 恵大 (中男F) GARDEN 10 李 嘉仁 (中女F) みなとクラブ 

11 小笠原 心 (中男F) RITZ 11 市村 茉子 (中女F) NEXUS FC 

12 安東 恭助 (中男F) Ｆステージ 12 守屋 アオサ (中女F) 青山クラブ 

13 河本 雄大 (中男F) トゥッティ 13 荻原 明夏 (中女F) RITZ 

14 松田 悠源 (中男F) トゥッティ 14 富田 咲羽 (中女F) NEXUS FC まで

15 佐久間 慎乃輔 (中男F) 中大クレセント 

16 榎本 絃人 (中男F) 青山クラブ 

17 高沢 遼成 (中男F) RITZ 

18 田中 悠貴 (中男F) RITZ 

19 日浦 維吹 (中男F) 青山クラブ 

20 日比 亮太朗 (中男F) 青山クラブ 

21 鈴木 駿太 (中男F) 目黒クラブ 

22 柏原 理人 (中男F) NEXUS FC 

23 室伏 広容 (中男F) さくらFC 

24 鎌田 滉大 (中男F) 八王子FC 

25 蟹江 玲応 (中男F) 慶應中等部 

26 古川 蓮太朗 (中男F) 慶応中等部 

27 山内 陽人 (中男F) RITZ 

28 田尾 康介 (中男F) 三田FC 

29 横溝 旭大 (中男F) 慶応中等部 

30 金本 拓真 (中男F) 明大明治 まで

31 畑 雄太 (中男F) 青山クラブ 

32 松尾 八雲 (中男F) 慶応中等部 

33 鈴木 啓太郎 (中男F) ＤＦＡ 

34 渡部 祐 (中男F) 開成中学 

35 片岡 悠佑 (中男F) 早稲田中学校 

36 佐口 亮輔 (中男F) 慶應中等部 

37 神⾧ 悠真 (中男F) 三田FC 

38 川合 慶明 (中男F) 開成中学 

39 藤井 千波 (中男F) NEXUS FC 

40 大野 達矢 (中男F) さくらFC 

41 羽田 怜広 (中男F) ワセダクラブ 

42 荻野 朗徳 (中男F) 慶応中等部 

43 中田 眞寛 (中男F) トゥッティ 

44 村上 聖悟 (中男F) NEXUS FC 

45 難波 周 (中男F) トゥッティ 

46 吉谷 大 (中男F) 慶応中等部 

47 米野 充真 (中男F) 慶応中等部 

48 新味 慶一朗 (中男F) RITZ 

49 中野 直政 (中男F) 慶応中等部 

50 高取 和真 (中男F) RITZ 

51 中村 煌 (中男F) RITZ 

52 武藤 祥五 (中男F) RITZ 

中学生男子フルーレ推薦枠30名（開催地支部出場枠5名含む） 中学生女子フルーレ推薦枠14名（開催地支部出場枠5名含む）


