
★★★★★ ユース参加者名簿 ★★★★★ 

 
グループ名     番号 名     前（なまえ） 推 薦クラブ 
 
 
 A 

 1 上岡 弘実     （うえおか ひろみ） SI 広島 
 2 松丸 美紅      （まつまる みく） SI 熊野 
 3 福間 彩優香     （ふくま あゆか） SI 松江 
 4 神野 有季       （こうの ゆき） SI 室戸 
 5 武内 菜々美    （たけうち ななみ） SI 新居浜みなみ 
 6 宇都宮 千春   （うつのみや ちはる） SI 西条 
 7 山本 瑞己     （やまもと みずき） SI 土佐 

 
 
 B 

 1 田中 かのん     （たなか かのん） SI100 高知 
 2 河野 睦美      （こうの むつみ） SI 呉 
 3 前田 恵       （まえだ めぐみ） SI 津山 
 4 松永 彩花     （まつなが あやか） SI 宇部 
 5 光山 日菜      （みつやま ひな） SI 柳井 
 6 小井 優萌那      （こい ゆめな） SI 平和広島 

 
 
 
 C 

 1 人羅 美帆       （ひとら みほ） SI いわみ 
 2 谷ノ内 まどか  （たにのうち まどか） SI 大洲 
 3 長野 紀美代     （ながの きみよ） SI イースト愛媛 
 4 西川 麻耶      （にしかわ まや） SI 鳥取 
 5 内藤 さくら    （ないとう さくら） SI 下関 
 6 片井 結依       （かたい ゆい） SI 竹原 
 7 牧野 百恵      （まきの もえ） SI 備前 

 
 
 
 D 

 1 小野 穂実       （おの ほなみ） SI 岡山さつき 
 2 山本 麻佑香    （やまもと まゆか） SI 高梁 
 3 西村 未来望    （にしむら みらの） SI 宇和島 
 4 坂本 奈津希    （さかもと なつき） SI よさこい高知 
 5 大隅 理子      （おおすみ りこ） SI 真庭 
 6 玉野 初季      （たまの いぶき） SI 光 
 7 筒井 美有      （つつい みゆう） SI 観音寺 

 
 
 
 E 

 1 山田 佳楠       （やまだ かな） SI 倉吉 
 2 寺田 彩乃      （てらだ あやの） SI 益田 
 3 中村 椿花     （なかむら つばき） SI 萩 
 4 吉田 里紗       （よしだ りさ） SI 笠岡 
 5 長谷部 澪花     （はせべ れいか） SI 今治 
 6 益田 美羽       （ますだ みう） SI 防府 

  1 中塚 里菜      （なかつか りな） SI 総社 



 
  F 

 2 髙田 佳歩       （たかた かほ） SI 福山 
 3 金森 なつき    （かなもり なつき） SI 岡山桃 
 4 新貝 彩菜     （しんがい あやな） SI ローズ福山 
 5 小野 あかり      （おの あかり） SI 西大寺 
 6 中丸 遥歌     （なかまる はるか） SI 広島―中央 

 
 
 
  G 

 1 渡邊 真菜      （わたなべ まな） SI 井原 
 2 永井 日向      （ながい ひなた） SI 倉敷 
 3 宮本 ゆうか    （みやもと ゆうか） SI 境港 
 4 古瀬 友里       （ふるせ ゆり） SI 岡山 
 5 齋藤 杏実      （さいとう あみ） SI 三次 
 6 バートン 理沙 メイ（ばーとんりさめい） SI 岩国 

 
 
 
  H 

 1 山下 琉華    （やました りゅうか） SI 安芸 
 2 小川 実莉      （おがわ みのり） SI 坂出 
 3 榧 菜乃葉       （かや なのは） SI 玉野 
 4 大西 舞衣      （おおにし まい） SI 米子 
 5 竹内 嘉菜      （たけうち かな） SI プリンセス福山 
 6 中村 優花     （なかむら ゆうか） SI 児島 

  
 


