
子どもたちを支えた学生・社会人ボランティア

《学生ボランティア》

氏　名 ニックネーム 学校 学年

ボラ研担当団長補佐 ★ 岩永 奈々 はち 広島大学 4
生活ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当団長補佐 俵屋 由香 わた 尾道大学 4
教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当団長補佐 近藤 奈津美 どーなつ 広島大学 4
安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当団長補佐 奥迫 由貴 こゆき 安田女子大学 4
総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当団長補佐 渡邉 祐貴 ポール 広島大学 3

★ 渡辺 寛高 なべ 尾道大学 4
盧 捷 ショウ 広島大学 M1

玉田 浩太 玉ちゃん 尾道大学 3
徳永 有香 とっくま 尾道大学 2
亀田 仁志 カメ 福山大学 1
岡田 真奈 まな 金光学園高等学校 1

★ 竹村 展平 てんぺ 広島修道大学 2
☆ 村上 菜月 てぃふぁにー 安田女子大学 2

王 辰 しんちゃん 広島大学 M1
近藤 匡晃 マサアキ 尾道大学 4
堀 安奈 あんちゃん 尾道大学 2

村上 祐未 ゆーみん 尾道大学 2
大塚 知鶴 ちーる 広島県立御調高等学校 1

１班付きリーダー ★ 竹内 啓輔 Ｋすけ 広島修道大学 2
２班付きリーダー 日本松 里沙 さりー 安田女子大学 2
３班付きリーダー 久保 達郎 ティガー 広島大学 2
４班付きリーダー 野仲 真理子 マリオ 広島大学 3
５班付きリーダー 阪本 大輔 だいちゃん 尾道大学 2
６班付きリーダー 田村 梨衣 たむ 広島大学 2
７班付きリーダー 佐藤 秀征 しゅーちゃん 香川大学 1
８班付きリーダー 山根 佐知子 さっちゃん 尾道大学 2
９班付きリーダー 篠原 優輝 バズ 広島大学 1

１０班付きリーダー 伊達 文香 だてちゃん 広島大学 2
８班付き安全誘導 ★ 川成 由佳 ゆか 安田女子大学 4
１班付き安全誘導 村上 加奈 むろ 尾道大学 1
２班付き安全誘導 河原 真奈美 まなみん 広島大学 3
３班付き安全誘導 新尾 葉月 はっち 広島大学 1
４班付き安全誘導 武村 真希 たけま 尾道大学 2
５班付き安全誘導 引地 彩野香 えりー 安田女子大学 2
６班付き安全誘導 高松 夢佳 ゆめか 安田女子大学 3
７班付き安全誘導 熊本 悠子 くまちゃん 広島大学 1
９班付き安全誘導 片山 奈美 なみすけ 尾道大学 2

１０班付き安全誘導 瀧川 真澄 まぁみん 尾道大学 3
★ 弘末 優子 ゆうこりん 広島大学 3

秋山 美穂 あっきー 岡山大学 M1
藤井 智之 ゆっきぃ 広島修道大学 4
伊勢田 大輔 Ｋ 広島大学 4
日高 正樹 あかつき 広島大学 3
国上 あや あや 安田女子大学 3
小見山 泰輝 ＫＯＭＩ 尾道大学 2
伊達 秀平 しゅうへい 尾道大学 2
牧田 純果 まっきー 尾道大学 2

★ 河端 彩乃 バタ子 尾道大学 4
幸津 和宏 アルベルト 広島大学 3
中川 真菜美 まあち 尾道大学 2
中谷 麻衣子 まいまい 尾道大学 2
藤本 健太 しちょう 尾道大学 1
森山 奏恵 かなめん 尾道大学 1

【安全グループ】
セーフティネット

係り

【生活グループ】
輸送＆生活

【生活グループ】
給水＆レク

【安全グループ】
救護

団長補佐

【教育グループ】
班付きリーダー

【教育グループ】
班付き安全誘導
兼サブリーダー



子どもたちを支えた学生・社会人ボランティア

《学生ボランティア》

氏　名 ニックネーム 学校 学年係り

★ 木原 風花 ふぅか 広島修道大学 3
草野 大地 ゲン 尾道大学 2
山内 理恵 やま子 尾道大学 2
藤田 祐輔 ゆーすけ 尾道大学 1
田中 直樹 なおき 広島修道大学 1

★ 倉田 真里 まりりん 尾道大学 3
横山 香織 こう 尾道大学 3
牧野 和裕 マック 尾道大学 2
國貞 絢子 くにちゃん 尾道大学 1
矢田部 怜奈 れーれ 尾道大学 1

★ 永川 奈津美 なっちゃん 尾道大学 4
三谷 俊夫 みったん 広島大学大学院 M2
髙山 亜希 こあき 尾道大学 3
松尾 香菜 まっちょ 尾道大学 1
平田 楓 めいぷる 広島県立尾道東高等学校 2

《ボランティア研修生》

《社会人ボランティア》

役割 ニックネーム

団長 ＫＡＫＩ

事務局長 ねぇやん

るん

ゆりこ

はっすぃ

コンポタ

かじちゃん

池ちゃん

調理担当 ねぇやん

あき

じーこ

カトゥ

えっぐ

わか

たかぎ

YOSHIKI

シュンスケ

ばなな

ミキティ

まなみん

ま～し～

なっかん

ヒロんぼ

ランボ

中司 昂廣

廣本 祥一

三浦 昇

セーフティネット
補佐

別働隊補佐

梅本 三貴

沖野 愛美

髙城 昌実

田中 義章

多田 昌史

吉本 憲令

池尻 巧

柿本 真由美

岩上 明代

川岡 由依

島村 和香

中村 賢司

加藤 史恵

及川 皓司

橋本 真衣

中島 梨奈

柿本 和彦

柿本 真由美

濱田 るみ子

式典担当
鍛治川 立章

事務局補佐
濵田 ゆり子

平井　帆乃夏 福山市立鳳中学校１年

名前

田辺 千尋 尾道市立久保中学校２年

河内　緑 尾道市立瀬戸田中学校１年

楠　汐里 尾道市立向島中学校１年

浅野 可奈未 尾道市立長江中学校２年

上田　佳菜 尾道市立長江中学校２年

柿本 真琴 尾道学園尾道中学校２年

末永　真也 尾道市立久保中学校１年

溝口　雄也 福山市立松永中学校１年

石井　訓温 尾道市立長江中学校１年

安藤 未来 尾道市立長江中学校２年

釜本 哲弥 尾道市立久保中学校２年

堀本　陽介 尾道市立因北中学校１年

【安全グループ】
安全誘導

名前 学校名・学年

山田　悠生 尾道市立御調中学校３年

★：係りリーダー　☆：係りサブリーダー

【総務グループ】
広報＆記録

【総務グループ】
撮影


