










成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

優勝 松下　大星 愛工大名電 中島　浩貴 名市北

２位 松宮　悠真 杜若 稲田　航 高蔵寺

３位 水谷　良紀 愛工大名電 長江　杏介 名古屋

３位 高杉　東志 愛工大名電 辻本　紘章 市立工業

三枝　晃記 杜若 成瀬　駿汰 岡崎北

沢田　和希 杜若 熊谷　仁志 西尾

野本　駿介 杜若 大蔵　祐介 愛産大三河

松嶋　毅 杜若 後藤　拓真 丹羽

坂東　良祐 一宮西 田中　秀幸 菊里

山田　裕史 津島 小野　陽佑 名古屋西

石田　光 愛工大名電 船戸　開 明和

林　裕樹 栄徳 船橋　大輝 栄徳

渡邉　朋之 市立工業 田畑　亮 栄徳

和田　将人 杜若 宮澤　直信 名古屋

矢木　大介 杜若 石川　治幸 惟信

鵜飼　樹人 成章 阿部　智幸 昭和

山下　雄麻 小牧 水谷　一義 天白

倉橋　勇人 小牧南 山崎　大輔 東郷

纐纈　敦大 西春 中川　勝瑛 向陽

加藤　台地 春日井工業 石塚　竜 富田

中江　拓真 菊里 芦田　尚輝 富田

山田　弘英 栄徳 岩田　和之 星城

大橋　健人 栄徳 松木　優平 名古屋大谷

蜂須賀　功成 西尾東 小田　晃大 半田東

日高　基希 安城学園 安藤　隆裕 半田東

松岡　洋樹 岡崎城西 浅田　翔稀 武豊

杉浦　琢磨 岡崎城西 星野　智史 岡崎北

藤井　友也 岡崎城西 伊藤　祐吾 豊川工業

森本　寛太 豊川 尾崎　遼 蒲郡

杉山　達紀 中部大学第一 瀧本　凌平 三谷水産

長神　幸佑 渥美農業 小山　晃希 豊川

林　大輔 豊川 長坂　凌輔 豊川
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成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

優勝 小室　聖 愛み大瑞穂 小林　夕納 修文女子

２位 大石　稀菜 愛み大瑞穂 山田　真以 愛知商業

３位 山本　育歩 名経大高蔵 滝川　みのり 愛知商業

３位 小林　茉穂 名経大高蔵 奥野　史奈 椙山女学園

大竹　華奈 椙山女学園 中村　ちひろ 半田商業

河合　あかね 愛み大瑞穂 常包　美穂 岡崎

久野　朱音 東浦 杉浦　沙紀 鶴城丘

西澤　槙 桜丘 田中　友美 鶴城丘

高木　彩実 菊里 田中　希佳 知立

久野　愛枝 向陽 中野　佳奈 知立

杉浦　里佳 東浦 中川　華朋 安城学園

壁谷　万理子 鶴城丘 長谷川　楓日 光ヶ丘女子

塚本　明歩 鶴城丘 藤本　まゆか 蒲郡

大岩　咲南 安城学園 大橋　優沙 津島北

山内　千佳 光ヶ丘女子 浅野　友喜乃 津島北

加藤　菜摘 修文女子 下元　智里 江南

天野　舞里菜 椙山女学園 近藤　ひかり 瀬戸西

福田　梨紗 向陽 今田　あてな 名古屋商業

貴島　菜々子 桜台 小川　桜 愛知淑徳

水谷　凪 岡崎 土居　瑞穂 椙山女学園

石川　史奈 岡崎 日比　はるか 半田東

市川　萌加 安城農林 高岡　佐知 常滑

小田　芽美 西尾 谷川　咲也花 武豊

名倉　唯 安城学園 金山　千花 岡崎東

小島　早由里 江南 柴田　桃花 岡崎東

内田　美寿希 小牧 古田　香奈 刈谷北

池上　衿苗 愛知商業 柴田　桃花 碧南

森田　麻友 東郷 谷　香澄 豊田西

梅村　芽以子 豊田西 鈴木　日菜子 豊田西

中野　紗祐未 安城学園 酒井　遙加 蒲郡

向川　未紗 光ヶ丘女子 伊藤　友美 津島北

澤上　優華 豊川 山下　愛 名古屋商業
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