
U19 12⽉合宿参加者名簿（推薦選⼿）
No. 適⽤ ⽒名 性別 学年 所属 都道府県名 地区名 備考

1 推薦 ⽩⿃ 翼 男 ⾼２ ⽯巻⾼校 宮城県 東北
2 推薦 佐藤 樹 男 ⾼２ 佐沼⾼校 宮城県 東北
3 推薦 ⼤輪 ⿓⽃ 男 ⾼２ 茨城県⽴潮来⾼校 茨城県 関東
4 推薦 ⽊村 太⼀ 男 ⾼２ ⼩⾒川⾼校 千葉県 関東
5 推薦 中島 湧⼼ 男 ⾼１ ⼋尾⾼校 富⼭県 北信越
6 推薦 藤⻑ 寿哉 男 ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
7 推薦 河畑 晴⽃ 男 ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
8 推薦 針⽣ 健志郎 男 ⾼２ 浜松⻄⾼校 静岡県 東海
9 推薦 島⽥ 隼輔 男 ⾼１ 瀬⽥⼯業⾼校 滋賀県 近畿 タレント育成：「3次選考継続中」

10 推薦 ⾺場 喜⼤ 男 ⾼２ 東舞鶴⾼校 京都府 近畿
11 推薦 遠⼭ 秀雄 男 ⾼２ 伏⾒⼯業⾼校 京都府 近畿 タレント育成：「メダルポテンシャルアスリートA」

12 推薦 福井 修聡 男 ⾼２ 清⾵⾼校 ⼤阪府 近畿
13 推薦 境 凌輔 男 ⾼２ ⽶⼦⼯業⾼校 ⿃取県 中国
14 推薦 太⽥ 海也 男 ⾼２ 備前緑陽⾼校 岡⼭県 中国
15 推薦 ⽥丸 ⼤暉 男 ⾼２ ⻄市⾼校 ⼭⼝県 中国
16 推薦 ⽊村 ⻯暉 男 ⾼２ 今治⻄⾼校 愛媛県 四国
17 推薦 ⽊村 奨 男 ⾼３ 今治⻄⾼校 愛媛県 四国
18 推薦 藤本 彪 男 ⾼２ 今治⻄⾼校 愛媛県 四国
19 推薦 茂⾒ 輝 男 ⾼２ 熊本学園⼤学付属⾼校 熊本県 九州
20 推薦 鈴⽊ 伶奈 ⼥ ⾼１ 酒⽥光陵⾼校 ⼭形県 東北 タレント育成：「タレント育成選⼿A」

21 推薦 ⽶澤 知華 ⼥ ⾼２ 浦和第⼀⼥⼦⾼校 埼⽟県 関東
22 推薦 國府⽥ 美幸 ⼥ ⾼２ ⼩松川⾼校 東京都 関東
23 推薦 藤⽥ 彩也⾹ ⼥ ⾼３ ⼩松川⾼校 東京都 関東
24 推薦 太⽥ 夢⾹ ⼥ ⾼２ ⼩松明峰⾼校 ⽯川県 北信越
25 推薦 ⼤崎 未稀 ⼥ ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
26 推薦 新⽥ 明美 ⼥ ⾼１ 美⽅⾼校 福井県 北信越 タレント育成：「タレント育成選⼿A」

27 推薦 ⻄⽥ 結惟 ⼥ ⾼２ 加茂⾼校 岐⾩県 東海 タレント育成：「タレント育成選⼿A」

28 推薦 渕上 茉央 ⼥ ⾼２ 加茂⾼校 岐⾩県 東海
29 推薦 市⽥ 佑来 ⼥ ⾼２ 加茂⾼校 岐⾩県 東海
30 推薦 光岡 来未菜 ⼥ ⾼２ 天⻯⾼校 静岡県 東海
31 推薦 中村 美⽉ ⼥ ⾼２ 浜松⼤平台⾼校 静岡県 東海
32 推薦 菅沼 奈津美 ⼥ ⾼２ 浜松⼤平台⾼校 静岡県 東海
33 推薦 岩本 悠華 ⼥ ⾼２ 浜松⼤平台⾼校 静岡県 東海
34 推薦 中尾 咲⽉ ⼥ ⾼１ 津⾼校 三重県 東海
35 推薦 四⽅ 美咲 ⼥ ⾼３ 朱雀⾼校 京都府 近畿
36 推薦 ⼩原 芽依 ⼥ ⾼２ 伏⾒⼯業⾼校 京都府 近畿
37 推薦 福原 萌意 ⼥ ⾼２ 廿⽇市⾼校 広島県 中国
38 推薦 ⻄ 彩⾥佐 ⼥ ⾼１ 今治南⾼校 愛媛県 四国
39 推薦 宇野 聡恵 ⼥ ⾼２ ⽇⽥⾼校 ⼤分県 九州



U19 12⽉合宿参加者名簿（⾃費選⼿）
No. 適⽤ ⽒名 性別 学年 所属 都道府県名 地区名 備考

1 ⾃費 ⽯垣 達也 男 ⾼２ ⽯巻⾼校 宮城県 東北
2 ⾃費 齋藤 拓⾺ 男 ⾼３ 酒⽥光陵⾼校 ⼭形県 東北
3 ⾃費 久下 智⼠ 男 ⾼１ 湖南⾼校 福島県 東北
4 ⾃費 ⻑尾 磨周 男 ⾼１ ⼩⾒川⾼校 千葉県 関東
5 ⾃費 熱⽥ 敏信 男 ⾼２ ⼩⾒川⾼校 千葉県 関東
6 ⾃費 中川 ⼤誠 男 ⾼３ ⼩松川⾼校 東京都 関東
7 ⾃費 中曽根 祐太 男 ⾼２ ⼩松川⾼校 東京都 関東
8 ⾃費 佐⽵ 洸紀 男 ⾼２ 阿賀黎明⾼校 新潟県 北信越
9 ⾃費 兼康 慎 男 ⾼２ 敦賀⼯業⾼校 福井県 北信越

10 ⾃費 松吉 隆哉 男 ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
11 ⾃費 森⻑ 佑 男 ⾼１ 若狭⾼校 福井県 北信越 タレント育成：「3次選考継続中」

12 ⾃費 嘉屋 春樹 男 ⾼２ 宮島⼯業⾼校 広島県 中国
13 ⾃費 ⼤加瀬 光陽 男 ⾼２ 宮島⼯業⾼校 広島県 中国
14 ⾃費 藤井 京吾 男 ⾼２ 坂出商業⾼校 ⾹川県 四国
15 ⾃費 阿部 亮平 男 ⾼２ 今治南⾼校 愛媛県 四国
16 ⾃費 渡部 弘也 男 ⾼２ 今治南⾼校 愛媛県 四国
17 ⾃費 河野 颯次郎 男 ⾼２ 松⼭東⾼校 愛媛県 四国
18 ⾃費 古賀 健嗣 男 ⾼３ ⼤村城南⾼校 ⻑崎県 九州
19 ⾃費 ⾓野 泰⼀ 男 ⾼２ ⼤村⾼校 ⻑崎県 九州
20 ⾃費 秋吉 勝⺒ 男 ⾼２ ⽇⽥⾼校 ⼤分県 九州
21 ⾃費 ⽟⽥ 夢⼦ ⼥ ⾼２ むつ⼯業⾼校 ⻘森県 東北
22 ⾃費 鈴⽊ ⿇友 ⼥ ⾼２ ⽥村⾼校 福島県 東北
23 ⾃費 ⽥原 彩⾹ ⼥ ⾼１ 茨城県⽴潮来⾼校 茨城県 関東
24 ⾃費 ⼸削⽥ 紗帆 ⼥ ⾼１ 浦和第⼀⼥⼦⾼校 埼⽟県 関東
25 ⾃費 柳 そら ⼥ ⾼２ 中央⼤学附属⾼校 東京都 関東
26 ⾃費 関 夏樹 ⼥ ⾼２ 横浜商業⾼校 神奈川県 関東
27 ⾃費 濵中 愛⽣ ⼥ ⾼２ 七尾⾼校 ⽯川県 北信越
28 ⾃費 荻野 紗和 ⼥ ⾼１ 美⽅⾼校 福井県 北信越
29 ⾃費 ⼭下 佳奈 ⼥ ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
30 ⾃費 武⻑ 凪那 ⼥ ⾼２ 美⽅⾼校 福井県 北信越
31 ⾃費 村松 栄理 ⼥ ⾼１ 若狭⾼校 福井県 北信越
32 ⾃費 ⼭根 夏海 ⼥ ⾼２ ⼋幡商業⾼校 滋賀県 近畿
33 ⾃費 ⼤原 ⾥奈 ⼥ ⾼２ ⾼⽯⾼校 ⼤阪府 近畿
34 ⾃費 岩崎 かえで ⼥ ⾼２ 桜宮⾼校 ⼤阪府 近畿
35 ⾃費 岩永 空 ⼥ ⾼１ 桜宮⾼校 ⼤阪府 近畿
36 ⾃費 浦⽥ 志穂 ⼥ ⾼１ 和歌⼭北⾼校 和歌⼭県 近畿
37 ⾃費 細川 桃花 ⼥ ⾼２ 岡⼭東商業⾼校 岡⼭県 中国
38 ⾃費 松⽥ 京⼦ ⼥ 中３ 浅川中学校 福岡県 九州 タレント育成：「タレント育成選⼿A」

39 ⾃費 荒牧 穂 ⼥ ⾼１ 熊本学園⼤学付属⾼校 熊本県 九州
40 ⾃費 川久保 雅 ⼥ ⾼２ 熊本学園⼤学付属⾼校 熊本県 九州


