
成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

髙見　真己 愛工大名電 石井　佑弥 津島東

太田　輝 愛工大名電 阿部　孝道 小牧工業

加賀美　利輝 愛工大附中 神田　侑亮 菊里

橋本　一輝 愛工大附中 岩渕　健太 栄徳

堀川　敦弘 愛工大附中 今吉　湧水 熱田

新井　宇輝 愛工大附中 阿部　航大 向陽

小林　広夢 愛工大附中 伊藤　克成 緑

曽根　翔 愛工大附中 今吉　烈 名古屋工業

髙橋　佳汰 市立工業 惣谷　亮太 東海商業

矢野　峻平 杜若 衣川　侑希 東海商業

河合　敬秀 杜若 玉木　雅人 西尾

中村　光人 愛工大附中 磯貝　海斗 西尾

白山　遼 愛工大附中 原田　拓海 豊田工業

篠塚　大登 卓伸クラブ 安田　圭吾 安城学園

沢田　隼佑 ピンポン館 北川　大貴 杜若

原田　成陸 前林中 高橋　直也 杜若

大橋　佑斗 津島東 柴田　侑弥 岡崎城西

池田　匠 稲沢 畔柳　貴文 愛産大三河

葭原　晴昇 愛工大名電 佐々木　啓人 三谷水産

石黒　慎太郎 栄徳 吉田　侑矢 三谷水産

石川　竜馬 市立工業 市川　直季 渥美農業

佐藤　努 市立工業 竹川　開人 豊川

村田　晃康 刈谷 磯部　宙 豊川

坂﨑　広登 杜若 大島　史也 愛工大附中

齋藤　真澄 杜若 小出　健太郎 卓伸クラブ

飯島　孝規 杜若 鈴木　礁太郎 アシュラ

野崎　佑太 杜若 鈴木　慎司 ピンテック

贄　岳裕 岡崎城西 三浦　竜磨 月曜クラブ

小林　篤司 岡崎城西 青山　貴洋 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｲﾝｽﾞ

鈴木　悠矢 岡崎城西 米山　佳汰 汐路中

島田　悠也 岡崎城西 日高　秀都 豊田ＪＴＣ

小豆澤　啓 卓伸クラブ 磯部　竜之助 ﾀｲｺｳｼﾞｭﾆｱ

＜予選免除者＞

松山　祐季 愛工大名電

大西　尚弥 愛工大名電

木造　勇人 愛工大名電

宮本　春樹 愛工大名電

田中　佑汰 愛工大附中

横谷　晟 愛工大附中
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成績 氏名 学校名 氏名 学校名

森　宙 一宮工業 髙田　祐弥 名古屋工業

天野　稜也 津島北 村瀬　弘樹 名古屋工業

青山　英敏 津島北 深谷　悠生 武豊

中西　鷹佑 小牧 佐々木　陽向 岡崎工業

佐藤　悠樹 小牧工業 平野　司 岡崎工業

小鑓　亮輔 旭丘 旭　俊亮 岡崎工業

浜辺　真路 旭野 前田　達彦 刈谷

中島　輝 春日井工業 小笠原　浩輝 刈谷

伊藤　優志 春日井東 都築　諒 碧南

室生　穂 菊里 小島　滉祐 西尾

今津　佑介 菊里 吉田　凌 西尾東

神村　由海 菊里 石原　翔太 鶴城丘

渡邉　充 菊里 森下　拓海 岡崎城西

鎌田　陸 名東 伊藤　純弥 愛産大三河

松山　洋季 愛工大名電 横山　湧大 山本学園

萩原　稔己 栄徳 尾﨑　開人 山本学園

中山　貴博 栄徳 伊藤　悠莉 時習館

若尾　隆太 栄徳 大羽　史晃 豊丘

宮澤　匠 東海 中井　晴大 国府

乗富　太希 熱田 朽名　弘武 成章

中村　冠太 向陽 鈴木　日向 成章

長谷川　仁 向陽 山田　滉大 渥美農業

浅岡　柾希 向陽 榎本　拓斗 豊川

吉村　勇哉 緑 山口　幸也 豊川

柏森　文太 緑 永井　和志 卓伸クラブ

福岡　進介 緑 加藤　公輝 ピンテック

守本　高也 緑 浜田　恵佑 名古屋中

坂本　聖弥 市立工業 温　祐貴 名古屋中

渡邉　雄介 市立工業 前田　京之丞 ＧＭ太陽

三枝　秀彰 名古屋大谷 鈴木　愛斗 うばこやまJr.

土屋　楽 名古屋工業 中谷　歩夢 ﾀｲｺｳｼﾞｭﾆｱ

古本　貴之 名古屋工業 雪吹　和弘 吉良中
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成績 氏名 学校名 成績 氏名 学校名

稲吉　紗英 名経大高蔵 牧野　詩乃 修文女子

望月　樹奈 愛み大瑞穂 山口　優 修文女子

秋山　星 愛み大瑞穂 足立　祥望 修文女子

野村　萌 卓伸クラブ 大岩　咲帆 修文女子

大島　奈々 卓伸クラブ 山田　美菜 修文女子

杉浦　彩月 ピンテック 山内　菜々子 栄徳

浅井　一恵 安城南中 久保　莉乃果 椙山女学園

稲吉　美沙 形原ジュニア 中園　茜 椙山女学園

後藤　紗葵 名経大高蔵 水守　風花 向陽

松本　静香 愛み大瑞穂 鈴木　美寿奈 愛み大瑞穂

後藤　真里 愛み大瑞穂 竹田　彩乃 愛み大瑞穂

石田　茜 愛み大瑞穂 可児　菜苗 西尾

中田　玲奈 卓伸クラブ 佐藤　優帆 西尾

今井　汐珠玖 卓伸クラブ 吉田　ゆか子 鶴城丘

鶴岡　美菜 ピンテック 東野　望 安城学園

中島　花 フラワー 濱口　乃愛 安城学園

藤田　麻未 修文女子 大岩　咲里 安城学園

市川　友梨 修文女子 長島　えみ 光ヶ丘女子

甲野　愛理 旭野 近藤　七海 光ヶ丘女子

杉浦　理香 名経大高蔵 西澤　文子 国府

笠井　三矢美 名経大高蔵 金田　千佳 蒲郡東

佐野　春菜 名経大高蔵 天野　史菜 成章

青木　優実 名経大高蔵 武山　未来 桜丘

林　菜々音 桜丘 岡部　朝葵 桜丘

澤田　帆乃可 桜丘 宇都野　桃子 桜丘

中田　絵梨奈 卓伸クラブ 渡会　彩江 ピンテック

森　愛美 美崎クラブ 野田　美里 月曜クラブ

仲本　七虹 美崎クラブ 櫻井　美弥 富貴中

太田　掌子 ピンテック 畑中　渓 富貴中

中薗　恵 富貴中 真山　結衣 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｲﾝｽﾞ

髙津　佳奈 富貴中 梅村　依美菜 TOYOTA SKY Jr

金子　友香 TOYOTA SKY Jr 河村　知佳 TOYOTA SKY Jr

＜予選免除者＞

該当者なし
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