
成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

百瀬　卓哉 愛工大名電 森　宙 一宮工業

大西　尚哉 愛工大名電 池田　匠 稲沢

三枝　晃記 杜若 加藤　台地 春日井工業

沢田　和希 杜若 西村　幸弘 春日井工業

石田　光 愛工大名電 武馬　由和 春日井工業

神　京夏 愛工大名電 船橋　大輝 栄徳

廣田　雅志 愛工大名電 田畑　亮 栄徳

和田　将人 杜若 矢野　光人 栄徳

和田　航大 愛工大名電 日置　佳敬 栄徳

葭原　晴昇 愛工大名電 加藤　大介 日進西

渡邉　朋之 市立工業 加藤　巧真 緑

松嶋　毅 杜若 川原　正也 緑

野本　駿介 杜若 伊藤　克成 緑

仲田　貴亮 杜若 髙橋　佳汰 市立工業

川口　良太 杜若 中島　樹 半田工業

二木　啓太 杜若 高石　瑞樹 常滑

大島　快理 春日井工業 石井　舜也 岡崎

大橋　健人 栄徳 吉田　諒 西尾東

林　裕樹 栄徳 仙波　尚 杜若

鈴木　友樹 栄徳 高森　玲欧 杜若

太田　敦大 西尾 坂崎　広登 杜若

蜂須賀　功成 西尾東 齋藤　真澄 杜若

矢木　大介 杜若 贄　岳裕 岡崎城西

柴田　匠 杜若 加藤　比呂 愛産大三河

仲田　浩規 杜若 中根　拓也 愛産大三河

星野　彬広 杜若 大蔵　祐介 愛産大三河

松崎　竜我 杜若 柴田　颯人 渥美農業

矢野　峻平 杜若 鈴木　翔太 渥美農業

丸目　将人 岡崎城西 松野　友哉 渥美農業

益田　千滉 岡崎城西 荒川　祥伯 豊川

山形　僚大 岡崎城西 松井　秀敏 豊川

長神　幸佑 渥美農業 川崎　隼弥 豊川

＜県１次予選免除者＞

高杉　東志 愛工大名電

松下　大星 愛工大名電

水谷　良紀 愛工大名電

松山　祐季 愛工大名電

松宮　悠真 杜若
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成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

小林　茉穂 名経大高蔵 小林　夕納 修文女子

後藤　紗葵 名経大高蔵 藤田　麻未 修文女子

伊藤　鮎美 愛み大瑞穂 山口　優 修文女子

加藤　結有子 ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ 足立　祥望 修文女子

稲吉　紗英 名経大高蔵 池上　衿苗 愛知商業

河合　あかね 愛み大瑞穂 服部　賀南子 愛知商業

松本　静香 愛み大瑞穂 木村　香織 愛知商業

久野　朱音 東浦 平尾　真美 春日井東

山田　友佳 修文女子 前田　優花 春日井南

砂川　智美 愛知商業 佐藤　あかね 名古屋商業

伊東　里紗 愛知淑徳 山下　華英 栄徳

村中　しずく 栄徳 山内　菜々子 栄徳

嶋崎　亜美 名経大高蔵 奥野　史奈 椙山女学園

後藤　真里 愛み大瑞穂 鈴木　香苗 椙山女学園

大西　琴子 岡崎 大竹　華奈 椙山女学園

西澤　槙 桜丘 鈴木　美寿奈 愛み大瑞穂

庄司　優 修文女子 牧之瀬　詩音 半田商業

加藤　菜摘 修文女子 神谷　依里子 横須賀

山田　真以 愛知商業 浅井　郁恵 刈谷

熊原　百花 栄徳 稲垣　遥 安城農林

田中　茉帆 椙山女学園 市川　愛花 安城農林

野田　樹里 名経大高蔵 松井　優実 足助

神田　真由美 名経大高蔵 成瀬　由梨 安城学園

杉浦　理香 名経大高蔵 柴田　彩絵 岡崎城西

中村　ちひろ 半田商業 名越　未悠 岡崎城西

柴田　有梨 武豊 近藤　霞 光ヶ丘女子

田上　真帆 武豊 向川　未紗 光ヶ丘女子

佐藤　優帆 西尾 鈴木　優花 光ヶ丘女子

岸　莉穂 安城学園 市佐　紘子 光ヶ丘女子

成尾　瞳 安城学園 葛西　さやか 国府

川村　さくら 国府 岡部　朝葵 桜丘

稲吉　真子 桜丘 澤上　優華 豊川

＜県１次予選免除者＞

山本　育歩 名経大高蔵

小室　聖 愛み大瑞穂

大石　稀菜 愛み大瑞穂

金子　碧衣 愛み大瑞穂

望月　樹奈 愛み大瑞穂

野方　奈摘 桜丘
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