
京都府 DC 選考結果 
 

＊選ばれた選手は、「6月京都 DC練習一覧」の「京都府 DC」に記載されている練習日時・場所を確認の

うえ、参加してください。その際、6月の参加費 500円を持参してください。 

＊今回、残念ながら府 DCに選出されなかった選手は、6月の地区 DC練習会に参加できます。 

 再度「参加希望確認書」を提出する必要はありません。 

 もし、地区 DCに参加を希望しない選手がいましたら、上京中四方まで連絡をお願いします。 

 

＊京都府 U１５に選ばれた選手のうち、「＊印」のついている「韓国遠征内定者」は、5月練習会兼トラ

イアウトで配布された、「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、パスポートのコピー（申請書のコ

ピー）を同封し、6 月 8 日（金）までに、上京中四方まで郵送いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

＊パスポートのコピーが期日までに間に合わない場合は、パスポートが届き次第、別で四方まで郵送し

てください。ご無理を言いますが、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） 

 

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    

＊「＊印」のついている選手は、韓国遠征内定者です。 

 

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 

＊「＊印」のついている選手は、韓国遠征内定者です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＊選ばれた選手は、別にホームページにアップされる「6 月京都 DC 練習一覧」の「京都府 DC」に記載

されている練習日時・場所を確認のうえ、参加してください。その際、6 月の参加費 500 円を持参し

てください。 

＊今回、残念ながら府 DCに選出されなかった選手は、6月の地区 DC練習会に参加できます。 

「6 月京都 DC 練習一覧」の「地区 DC」に記載されている自分のカテゴリーの練習日時・場所を確認

のうえ、参加してください。 

 再度「参加希望確認書」を提出する必要はありません。 

 もし、地区 DCに参加を希望しない選手がいましたら、上京中四方まで連絡をお願いします。 

 

京都府 U１４男子 

芝 翔太 松浦 伶歩 高山 鈴琉 明田 匠叶 田邉 健人 

片山 晟克 西村 星汰 滝本 純也 中畠 崚佑 倉橋 輝 

佐々木 大知 波多野 心優 北山 裕太 西村 陽太朗 高木 良太朗 

中西 夏暉 石川 凪音 半田 桃志郎 川本 優斗 畑野 晄平 

東岡 賢樹 岡﨑 日向 加納 光之助 辻 永遠  

 

京都府 U１４女子 

福林 愛夏 磯貝 陽向 清水 泉里 野下 愛未 柴田 柑菜 

立入 茉緒 磯貝 笑琉 西村 冴香 川田 友紀乃 田中 明音 

梶谷 咲朋 山下 夏凜 岸 杏子 扇澤 晴香 川瀬 莉己 

金林 比奈乃 冨重 佑衣 谷 絢菜 塩見 翔菜 宮本 彩羽 

大迫 希麗     

 

京都府 U１３男子 

佐々木 颯太 芦田 宏祐 井尻 翔太 木村 智紀 鬼防 壬陽人 

奥村 将吾 井上 涼雅 矢野 陽向 福瀧 光 福瀧 塁 

森田 光城 能勢 陽 天川 翔太 森川 弾 明田 将温 

嵯峨 吉晃 金井 奏太 藤内 翔真 吉川 温斗 井上 青 

 

京都府 U１３女子 

樋口 はるか 片岡 こころ 大田 紅葉 山西 凜愛 八木 悠香 

堀内 桜花 塚口 珠妃 髙井 星 土屋 あかり 四方 利茉 

則松 優希 小松 杏 川口 麦菜 小野 わかな 佐井 初花 

高桜 美咲 木村 香穂 池内 涼花 城地 あさひ 川本 陽菜 

酒井 瀬里菜 塩見 愛純 小谷 彩絵 中村 璃菜  



 


