






成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

優勝 上江洲　光志 愛工大名電 鎌田　響 旭丘

２位 稲嶋　俊介 愛工大名電 長谷川　隼英 高蔵寺

３位 水野　基成 愛工大名電 林　達也 市立工芸

３位 稲吉　泰英 豊川 鈴木　敬基 瀬戸西

渡部　大輝 愛工大名電 奥山　凌平 明和

北口　大輔 杜若 清水　貴裕 明和

市森　直也 杜若 平坪　裕規 栄徳

白井　辰弥 渥美農業 杉山　敏紀 栄徳

加藤　秀幸 市立工業 加藤　雅喜 栄徳

津﨑　良浩 半田東 荒川　達郎 名古屋

岩田　典 半田工業 粟田　浩斗 天白

伊藤　涼真 杜若 横井　慎也 緑

箕面崎　慎治 杜若 藤田　翔馬 富田

加納　嘉也 杜若 高橋　優也 東浦

髙山　暁 岡崎城西 平井　伸弥 武豊

成瀬　友弥 岡崎城西 柴田　真宏 岡崎

中山　新 旭丘 相澤　直弥 岡崎

小田　敢太 栄徳 本田　海里 幸田

足立　周弥 栄徳 小谷　時斗 幸田

水野　貴大 栄徳 近藤　吉泰 刈谷北

榊原　啓人 半田 鳥居　真矢 安城農林

水野　喬大 半田 鈴木　康平 西尾東

山口　達也 半田東 神谷　翔馬 知立

村上　遼馬 半田東 村松　眞秀 知立

安藤　貴弘 安城農林 森　斗志輝 岡崎城西

佐藤　克樹 西尾 太田　丈 愛産大三河

田所　孝英 杜若 東　直希 愛産大三河

原田　翔平 岡崎城西 中山　雄太 蒲郡

冨川　知也 岡崎城西 成田　篤志 渥美農業

浦野　祐暉 豊橋東 大場　誠也 渥美農業

渡辺　紘也 渥美農業 高瀬　優平 桜丘

三浦　芳頌 桜丘 下田　悠真 桜丘
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成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

優勝 田中　千秋 愛み大瑞穂 小川　真穂佳 小牧

２位 若山　美穂 名経大高蔵 三輪　あつみ 愛知商業

３位 竹内　萌夏 愛み大瑞穂 邑上　亜弥 椙山女学園

３位 岡崎　優香 安城学園 服部　夏実 椙山女学園

増山　悠里 名経大高蔵 井上　あさひ 向陽

久野　育美 愛み大瑞穂 植村　恵美 岡崎

加納　千緩 安城学園 亀島　早希 岡崎

加藤　由衣 安城学園 岡田　有加里 岡崎東

柴田　理佐 修文女子 竹内　彩夏 碧南

柴田　和佳奈 名経大高蔵 稲吉　有理香 安城農林

岡田　茉夕 愛み大瑞穂 成尾　美咲 知立

柴田　佳奈 愛み大瑞穂 山口　佳穂 豊田西

加納　慶子 安城学園 山口　璃子 豊田東

青山　由香里 安城学園 平松　由里江 時習館

池田　茉以 国府 鈴木　佑麻 豊丘

谷澤　奈津実 桜丘 福村　ゆず 国府

近藤　佳奈恵 修文女子 大原　亜純 蒲郡

笠井　春花 修文女子 速水　明日香 蒲郡

福田　美遙 修文女子 高橋　沙織 成章

清水　美佳 修文女子 古布　朋美 津島北

石井　愛咲 名古屋商業 眞鍋　遥子 名東

近藤　ほのか 椙山女学園 小路　絢乃 瑞陵

辻村　聡恵 向陽 塚本　歩 豊明

風岡　磨世 愛み大瑞穂 宮川　奈都美 岡崎

江原　小百合 半田東 栗本　真由 岡崎

小島　央花 東海商業 葛島　由貴 刈谷北

粥川　真奈美 東浦 中村　有希 刈谷北

秋窪　美里 岡崎北 宮脇　愛生 碧南

太田　百合菜 西尾 藤田　綾 碧南

杉浦　彩菜 西尾東 鈴木　萌々香 安城農林

田口　かおり 安城学園 天野　日菜子 西尾東

佐藤　安佑子 渥美農業 鈴木　彩佳 成章
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