
京都地区 DC 10月トライアウト選考結果 
＊今後の練習会の日程なども、協会ホームページに掲載します。 

＊掲載時期については、調整の都合上、確定しかねますので、まめにチェックしていただけるとありが

たいです。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

＊不明な点や、ご相談は、上京中 四方までお願いします。（０７５－４３１－８１５１） 

【Ｕ１５】 

京都府 U１５男子 

藪田 恵太 半田 西之介 吉田 健人 奥田 晴大 熊谷 統矢 

大西 一輝 清水 拳 島部 辰海 北川 晋平 吹田 陸斗 

谷口 真士 佐井 暖風 梅村 大樹 山本 一輝 衣川 鈴太郎 

大西 晴天 関口 宏登 大槻 凌久 桝田 夕陽 古村 慶次 

芥川 瑠和 廣岡 克俊 谷口 琉輝 上田 紘矢 妹尾 凜太郎 

林 翔     

 

京都府 U１５女子 

白石 ちさと 造作 双葉 池口 祐可 高取 美来 中江 穂果 

杉本 亜央依 宮武 亜衣 西山 美海 平井 沙紀乃 石橋 萌奈 

山本 優依 近藤 芽依 秦 彩優美 田原 真優 藤原 菜月 

山﨑 玲音 石田 帆華 小倉 萌乃香 堀江 美月 中村 愛 

芦田 空 山下 萌香 山口 藍梨 田中 菜々穂  

  



 

【Ｕ１４】 

丹後Ｕ１４男子 

枝 来歩 白藤 諒大 奥野 大翔 松本 圭太 大槻 蓮 

山添 達也 山崎 悠樹 佐々木 太一 日下 悠都 柴野 壱成 

中村 榛仁 成毛 裕梧 山添 悠平 松田 陽翔 由利 諒宗 

山本 泰雅 吉田 有輝大       

 

口丹Ｕ１４男子 

川勝 洸雅 水野 秀紀 阿比留 楓斗 鬼塚 元輝 菅原 龍佑 

出口 蒼 岡本 和真 福知 篤哉 平井 隼翔 高屋 蒼 

中村 宗馬 奥 慶也 近藤 俊希 上田 朔也 森川 佳祐 

片山 遼 宮村 元也 野中 好成 橋本 青空  

 

山城Ｕ１４男子 

中野 京葵 谷口 泰基 平井 英太 森 弥月 太田 直宗 

森川 貴翔 柴田 菖悟 今堀 竜之介 和田 爽維 山下 源斗 

堂薗 心 古川 倖成 山田 峻大 西岡 大和 竹原 海澄 

佐藤 弘一 難波 雄之郎    

 

中丹Ｕ１４女子 

浅田 美颯 足立 真彩 梅原 日茉梨 大機 陽菜 梶村 和奏 

木下 芽依 栗林 実夢 四方 みう 白根 悠 白丸 真帆 

武内 奏 西垣 菖 西村 愛瑠 福井 真尋 福井 実梨 

松田 心一奈 山口 若奈    

 

中丹Ｕ１４男子 

福井 翔太郎 坂本 蓮 河井 悠斗 村上 昂大 春永 連門 

大機 蓮 高田 泰伸 尾崎 詠伍 正楽寺侑晟 吉田 陸人 

吉田 弘二 谷口 大也 芦田 行葵 山本 誉  

 

  



【Ｕ１３】 

丹後Ｕ１３男子 

谷口 昌哉 杉本 佑耶 井上 雄登 小森 瑞生 原 功季 

折戸 登馬 吉岡 慶 松﨑 楓芽 白杉 遥都 山上 零翔 

三井 青 岡田 海心 八木 遥史 石倉 広翔 安達 壮太 

安田 竜輝 大河 悠晟 松田 天晴 今井 大聖 松田 祥吾 

小室 恭平         

 

口丹Ｕ１３男子 

吉田 大起 滝本 翔太 渡邉 朱希 村上 鴻馬 西田 大海 

矢野 成政 湯浅 夢希 北村 優斗 山下 陽太 仲野 政真 

吉田 優矢 江口 颯 中村 律 久保 亮陽 蔭山 榮太 

田中 有紗人 萩原 燎人 川村 嶺汰 

 

中丹Ｕ１３女子 

安達 妃菜 今井 咲良 大槻 史織 大槻 琉愛 小川 瑠々 

小阪 純花 塩見 優月 杉森 花 堀  はなの 山内 緑葉 

 

中丹Ｕ１３男子 

土佐 杏介 森田 悠心 四方 仙 森本 春輝 吉田 涼晴 

長南 歩希 公庄 敬 久代 琉偉 石橋 伯斗 田原 聡己 

寺山 慶喜 片山 壱之介 浅倉 弘希 中元 友翔 中元 空翔 

 

丹後Ｕ１３女子 

河田 真歩 安達 百花 田中 彩音 真下 陽香 田中 希 

渡辺 心翔 森 真帆呂 谷口 日向子 三宅 ちな 𠮷田 有花 

 


