
1 三戸部 聡哉 一之江キッカーズ 1 岩楯 雅之 一之江キッカーズ
2 浅井 壮太 ヴァロールSCイースト 2 大塚 凜太郎 一之江キッカーズ
3 田中 駿吏 ヴァロールSCイースト 3 新井 海斗 ヴァロールSCイースト
4 高田 拓弥 宇喜田SC 4 飯田 海斗 ヴァロールSCイースト
5 星野 巧翔 宇喜田SC 5 田中 真那斗 ヴァロールSCイースト
6 小澤 陸斗 江戸川ウイングスSC 6 吉野 航平 ヴァロールSCイースト
7 横山 琳一 江戸川ウイングスSC 7 添野 里恩 宇喜田SC
8 田中 脩介 FCエスブランコ 8 山田 脩斗 江戸川ウイングスSC
9 富阪 浩一 FCエスブランコ 9 岡村 昂 FCエスブランコ
10 仲川 朝向 FCエスブランコ 10 曽木 悠来 FCエスブランコ
11 飯ケ浜 拓斗 FC85オールスターズ 11 谷原 我宗 FCエスブランコ
12 北川 凌 FC85オールスターズ 12 村井 涼晟 FCエスブランコ
13 高橋 光 FC85オールスターズ 13 岡田 涼翔 FC左近
14 前田 俊介 FC85オールスターズ 14 上原 悠 FC85オールスターズ
15 室井 春樹 FC85オールスターズ 15 村上 豪 FC85オールスターズ
16 越智 航介 FC春江 16 山澤 恵太 FC85オールスターズ
17 加藤 琉希 FC春江 17 池上 寛大 FC春江
18 須賀 蒼太 FC春江 18 戸田 迅 FC春江
19 筒井 志円 FCパルティレ 19 山崎 寛太 FC春江
20 四倉 幹大 葛西FC 20 大高 晟 葛西FC
21 野中 駿 葛西FC 21 鳥飼 海翔 小岩フェニックスJr
22 加藤 想音 上一色FC 22 一ノ谷 剛生 小松川SC
23 大澤 孝介 小松川SC 23 神谷 拓海 コンドルスSC
24 鵫巣 心路 小松川SC 24 佐藤 虎我 コンドルスSC
25 野崎 伸治 コンドルスSC 25 上野 翔平 サンエフ葛西SC
26 山下 晶大 JunsSC 26 三浦 優希 JunsSC
27 山元 冬舞 清新FC 27 唐澤 航汰 清新FC
28 菊池 光太郎 清新三小SC 28 沼倉 寛 清新FC
29 小澤 賢真 FRIENDLY-SC 29 今西 研生 清新三小SC
30 田代 磨央 FRIENDLY-SC 30 三和 りのあ 清新三小SC
31 永井 健太 レオーネSC 31 井澤 貫太 FRIENDLY-SC
32 小室 翔太 ロッソSC 32 小倉 啓斗 FRIENDLY-SC

33 高垣 良海 一之江キッカーズ 33 桑原 響 宇喜田SC
34 宮本 知弥 篠崎SC 34 大矢 一輝 葛西FC
35 天川  幹 平井SC 35 山崎 拓海 ジュニアロックス
36 松村 有紗 臨海小SC 36 小谷 脩造 清新FC
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