
成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

白井　辰弥 渥美農業 安藤　貴弘 安城農林

渡辺　紘也 渥美農業 林　裕樹 栄徳

坂東　良祐 一宮西 大橋　健人 栄徳

足立　周弥 栄徳 平坪　裕規 栄徳

小田　敢太 栄徳 柴田　真宏 岡崎

山田　弘英 栄徳 成瀬　駿汰 岡崎北

成瀬　友弥 岡崎城西 冨川　知也 岡崎城西

原田　翔平 岡崎城西 吉田　隆哉 岡崎城西

中江　拓真 菊里 森　斗志輝 岡崎城西

上之原　匡哉 小牧 松岡　洋樹 岡崎城西

後藤　優太 小牧南 成瀬　稜典 岡崎城西

三浦　芳頌 桜丘 楠元　達也 岡崎城西

渡邉　朋之 市立工業 藤井　友也 岡崎城西

塚本　悠太 市立工芸 鈴木　英也 蒲郡

鵜飼　樹人 成章 神田　篤志 菊里

山本　海智 卓伸クラブ 今宮　圭一 菊里

山田　裕史 津島 若杉　優樹 高蔵寺

竹内　佑太郎 東海商業 野村　亮太 向陽

稲吉　泰英 豊川 山下　雄麻 小牧

佐藤　克樹 西尾 水野　貴大 栄徳

蜂須賀　功成 西尾東 長縄　圭介 桜台

榊原　啓人 半田 横田　充洋 成章

津﨑　良浩 半田東 杉山　宗 滝

川口　良太 ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀSC 永井　悠人 東海

城　健太 星城 藤田　翔馬 富田

沢田　和希 杜若 浦野　祐暉 豊橋東

野本　駿介 杜若 川井　隆太郎 西尾

松嶋　毅 杜若 沖田　圭祐 西尾東

矢木　大介 杜若 纐纈　敦大 西春

和田　将人 杜若 岩田　典 半田工業

藤田　義之 米田道場 山口　達也 半田東

松崎　竜我 米田道場 田所　孝英 杜若

＜予選免除者＞

水野　基成 愛工大名電 石田　光 愛工大名電

卯木　将大 愛工大名電 北口　大輔 杜若

中窪　康喜 米田道場 三枝　晃記 杜若

松宮　悠真 杜若

市森　直也 杜若

松下　大星 愛工大名電 箕面崎　慎治 杜若

上江洲　光志 愛工大名電 伊藤　涼真 杜若

稲嶋　俊介 愛工大名電 加納　嘉也 杜若

高杉　東志 愛工大名電 鈴木　隆之介 菊里

水谷　良紀 愛工大名電 髙山　暁 岡崎城西

渡部　大輝 愛工大名電
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成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

風岡　磨世 愛み大瑞穂 池上　衿苗 愛知商業

大石　稀菜 愛み大瑞穂 山田　真以 愛知商業

河合　あかね 愛み大瑞穂 小林　千明 安城学園

加納　千緩 安城学園 羽賀　夏子 安城東

田口　かおり 安城学園 富板　佑香 安城東

加藤　由衣 安城学園 稲吉　有理香 安城農林

青山　由香里 安城学園 今枝　美典 一宮南

名倉　唯 安城学園 伊藤　友希 岡崎商業

稲垣　映奈 安城東 秋窪　美里 岡崎北

石川　史奈 岡崎 秋窪　美里 岡崎北

今泉　結衣 蒲郡 藤本　まゆか 蒲郡

大原　亜純 蒲郡 石川　祐佳 光ヶ丘女子

高木　彩実 菊里 山内　千佳 光ヶ丘女子

祖父江　珠実 光ヶ丘女子 井上　あさひ 向陽

辻村　聡恵 向陽 岡本　安矢 国府

池田　茉以 国府 古田　光 桜台

稲垣　美佳 国府 平松　由里江 時習館

野方　奈摘 桜丘 近藤　佳奈恵 修文女子

西澤　槙 桜丘 下村　紫央 修文女子

樫葉　美乃 桜丘 笠井　春花 修文女子

清水　美佳 修文女子 小川　真穂佳 小牧

柴田　理佐 修文女子 邑上　亜弥 椙山女学園

近藤　ほのか 椙山女学園 築山　瞳 椙山女学園

大竹　華奈 椙山女学園 古市　萌香 西尾

天野　舞里菜 椙山女学園 岩瀬　美裕希 西尾

髙橋　沙織 成章 杉山　絵里奈 西尾

杉浦　彩菜 西尾東 成尾　美咲 知立

板倉　綾佳 鶴城丘 江原　小百合 半田東

壁谷　万理子 鶴城丘 中田　千智 富田

杉浦　里佳 東浦 磯貝　瞳 武豊

粥川　真奈美 東浦 和田　梓 豊橋商業

小島　央花 東海商業 小林　紋歌 豊橋南

＜予選免除者＞

王 玥 桜丘 猪鹿月　南緒 桜丘

稲吉　美沙 形原ジュニア 谷澤　奈津実 桜丘

田中　千秋 愛み大瑞穂 久野　朱音 東浦

柴田　佳奈 愛み大瑞穂 増山　悠里 名経大高蔵

岡田　茉夕 愛み大瑞穂 若山　美穂 名経大高蔵

竹内　萌夏 愛み大瑞穂 柴田　和佳奈 名経大高蔵

久野　育美 愛み大瑞穂 小林　茉穂 名経大高蔵

加納　慶子 安城学園 山本　育歩 名経大高蔵

岡崎　優香 安城学園 小室　聖 愛み大瑞穂
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