
2018年度 京都DC メンバー一覧 

Ｕ１４ 

Ｕ１４京都府男子 

髙山 鈴琉 辻 永遠 髙木 良太朗 佐々木 大知 波多野 心優 

西村 星汰 滝本 純也 松浦 伶歩 加納 光之助 中西 夏暉 

西村 陽太朗 柴田 菖悟    

 

Ｕ１４京都府女子 

岸 杏子 山下 夏凜 宮本 彩羽 金林 比奈乃 八木 悠香 

谷 絢菜 野下 愛未 柴田 柑菜 福林 愛夏 堀内 桜花 

冨重 佑衣 川田 友紀乃 塩見 翔菜 川瀬 莉己 仲江 穂果 

 

Ｕ１４丹後男子 

柴野 壱成 山本 泰雅 山添 悠平 山添 達也 枝 来歩 

日下 悠都 白藤 諒大 松田 陽翔 佐々木 太一 松本 圭太 

成毛 裕梧 大槻 蓮 奥野 大翔 吉田 有輝大  

 

Ｕ１４中丹男子 

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  

 

Ｕ１４口丹男子 

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 田邉 健人 

明田 匠叶 芝 翔太    

 

Ｕ１４山城男子 

中野 京葵 谷口 泰基 平井 英太 森 弥月 太田 直宗 

森川 貴翔 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 片山 晟克 中畠 崚佑   

 

Ｕ１４京都市男子 

石田 隼大 今井 隼 松上 青生 平沢 元信 齋藤 奏來 

谷 哲平 桑鶴 就仁 田村 留樹哉 多田 宗司 中村 悠介 

豊福 倖大 稲垣 瑠生 稲葉 耕佑 大栢 寛喜 三宅 翔季 

小林 里玖斗 津山 優希 鈴木 瑛晶 松田 織温 畑野 晄平 

北山 裕太 倉橋 輝 石川 凪音 岡崎 日向 半田 桃志郎 

東岡 賢樹 川本 優斗    

 



Ｕ１４丹後女子 

長濱 初音 松尾 優奈 森野 優香 井本 一花 岡田 莉乃 

奥田 奈緒 上山 紗里 小室 凪沙 杉本 琴子 加古川 心愛 

山添 百々香 田中 詩央莉 河本 実莉 永濱  悠 片田 彩華 

 

Ｕ１４中丹女子 

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    

 

Ｕ１４口丹女子 

橋本 葵 奥岸 ちひろ 石川 希来 黒河 詩織 寺井 ほのか 

北橋 凜 塩見 友梨 中尾 真緒 大久保 こより 山村 友愛 

木曽 琴葉 野原 未夢 藤田 愛菜 梶谷 咲朋  

 

Ｕ１４山城女子 

田中 明音 清水 泉里 大迫 希麗 磯貝 陽向 磯貝 笑琉 

伊藤 理音 大原 來未 岡田 葵 水野 彩実 羽口 寧々 

村田 優芽 向山菜々美 下川 真白   

 

Ｕ１４京都市女子 

西村 冴香 扇澤 晴香 中川 ほのか 鈴村 のあ 東森 和花 

茨木 ひなの 西村 結衣 上田 和花 小澤 未来 清水 菜月 

福島 未夢 福田 和霞 神山 奈々 藤原 美空 綾部 沙弥香 

松尾 紫茉 木下 鈴菜 上野 梨紗 宮村 寧  

 



Ｕ１３ 

Ｕ１３京都府男子 

鬼防 壬陽人 佐々木 颯太 金井 奏太 藤内 翔真 矢野 陽向 

吉川 温斗 福瀧 光 福瀧 塁 井上 涼雅 奥村 将吾 

芦田 宏祐 井尻 翔太 木村 智紀 能勢 陽 森川 弾 

天川 翔太 森田 光城 土佐 杏介 加藤 寿也 大西 康介 

 

Ｕ１３京都府女子 

川口 麦菜 高桜 美咲 佐井 初花 四方 利茉 川本 陽菜 

城地 あさひ 則松 優希 酒井 瀬里菜 小野 わかな 木村 香穂 

池内 涼花 塩見 愛純 塩見 優月 堀 はなの 木下 真子 

菅野 一花 三田 心春    

 

Ｕ１３丹後男子 

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     

 

Ｕ１３中丹男子 

久代 琉偉 石橋 伯斗 森田 悠心 四方 仙 森本 春輝 

吉田 涼晴 長南 歩希 中元 友翔 中元 空翔 寺山 慶喜 

田原 聡己 片山 壱之介 朝倉 弘希 公庄 敬  

 

Ｕ１３口丹男子 

江口 颯 仲野 政真 吉田 優矢 中村 律 湯浅 夢季 

村上 鴻馬 西田 大海 矢野 成政 北村 優斗 山下 陽太 

萩原 燎人 久保 亮陽 蔭山 榮太 川村 嶺汰 田中 有紗人 

滝本 翔太 渡邉 朱希 吉田 大起   

 

Ｕ１３山城男子 

藤井 舜大 青栁 蒼昊 岡田 充賀 米村 優翔 丸岡 頼依 

中野 登真 和田 凰右 荒木 大翔 安田 壮吾 小峠 和輝 

齋藤 蓮人 山本 健介 越智 駿斗 森川 綾哉 山田 朔太郎 

宮川 翔伍 西川 宝良 福田 悠人 堀本 宙 川村 彬人 

明田 将温     

 

Ｕ１３京都市男子 

福島 耕平 嵯峨 吉晃 妹尾 稜斗 荒尾 由 能勢 陽尚 

和田 竜之介 谷口 幸太郎 西本 考次郎 出口 隼心 山本 勇太 

笠原 桂斗 福田 一翔 伊藤 貴紀 西海 茉那斗  

 



Ｕ１３丹後女子 

河田 真歩 安達 百花 田中 彩音 真下 陽香 田中 希 

渡邊 心翔 森 真帆呂 谷口 日向子 三宅 ちな  有花 

 

Ｕ１３中丹女子 

安達 妃菜 今井 咲良 大槻 史織 大槻 琉愛 小川 瑠々 

小阪 純花 杉森 花 山内 緑葉 小谷 彩絵  

 

Ｕ１３口丹女子 

太田 桃華 津幡 菜々 丸山 千穂 井上 栞 小川 優奈 

石野 優空 竹内 雪音 竹内 渚 澤田 明未花 平岩 陽菜 

木村 凜 並川 祐妃 豊田 彩結羽 後藤 陽菜 西村 紗映 

髙杉 琴花 奥村 羽音    

 

Ｕ１３山城女子 

戸倉 栞 鈴木 優衣 吉川 詩音 古瀬 愛宙 片岡 郁香 

森 奈那実 大谷 ななみ 柴原 璃音 坂本 ひなた 中村 璃菜 

 

Ｕ１３京都市女子 

秋山 紗里奈 古市 夕葵子 内野 茉美 宮本 ちひろ 稲垣 亜幸 

井川 華月 辻 千知 小川 葵 伊勢川 冬夢 金沢 恵 

千葉 深月 渡邉 結来 大木 仁心 樋口 はるか 片岡 こころ 

小松 杏     

 


