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所属 名前 所属 名前 所属 名前
1 (TLPA） 青山　舜弥 65 (東海商業高校) 山元　了輝 1 (CROSSROAD) 中廣　勇太
2 (大府高校) 神谷　修平 66 (東海商業高校) 日比　崇晴 2 (若鳩ITC) 若原　波音
3 (大府高校) 山口　雄大 67 (衣浦マリンTC) 三村　悠登 3 (豊田JTT) 岸　大誠
4 (大府高校) 西川　開登 68 (南山国際高校) 門田　拓真 4 (NTA) 若松　翼
5 (大府高校) 田治見　崚馬 69 (南山国際中学校) 門田　匤平 5 (フリー) 久野　浩大
6 (大府高校) 菊川　卓 70 (いだか東名TC) 岩田　亜人夢 6 (NTA) 萩村　悠宇
7 (大府高校) 中嶋　陵佑 71 (知多翔洋高校) 朝倉　蘭人 7 (AITC) 須原　稚登
8 (大府高校) 水嶋　凌 72 (知多翔洋高校) 久野　耕大 8 (チェリーTC) 榊　莉央
9 (大府高校) 宮田　大輝 73 (知多翔洋高校) 大森　貴弘 9 (諸の木TC) 小林　冠介
10 (大府高校) 野村　健太 74 (知多翔洋高校) 宮本　聖也 10 (諸の木TC) 内倉　隼哉
11 (大府高校) 鷹羽　修弥 11 (諸の木TC) 鈴木　龍弥
12 (大府高校) 橋本　健士朗 12 (いだか東名TC) 池尾　直樹
13 (大府高校) 小林　廣熙 13 (いだか東名TC) 山梨　駿介
14 (大府高校) 三浦　颯馬
15 (大府高校) 小出　陽斗
16 (大府高校) 及川　大樹
17 (大府高校) 和地　宏晃
18 (大府高校) 新谷　啓斗
19 (大府高校) 柿原　悠人 所属 名前 所属 名前
20 (半田東高校) 間瀬　邦仁 1 (岐阜ミニッツ) 堀　瑞希 1 (NTA) 武藤　優奈
21 (半田東高校) 堀　圭佑 2 (TLPA） 杉戸　美優 2 (NTA) 西川　萌花
22 (半田東高校) 石原　諒 3 (TLPA） 大橋　叶実 3 (IWAMOTOITC) 松並　万睦
23 (豊田JTT) 靏　竜輝 4 (大府高校) 中村　七菜 4 (木曽川LTC) 三輪　愛佳
24 (NTA) 竹川　恭平 5 (大府高校) 石川　愛悠 5 (衣浦マリンTC) 斉藤　双葉
25 (NTA) 長野　聖弥 6 (大府高校) 黒柳　美佳 6 (諸の木TC) 梶野　真愛
26 (AITC) 須原　悠太 7 (大府高校) 盛岡　愛絵 7 (諸の木TC) 大城　吏捺
27 (東海南高校) 松田　唱吾 8 (大府高校) 村山　朋海 8 (ライズTS) 宮下　心菜
28 (東海南高校) 江草　起平 9 (大府高校) 鷹羽　舞 9 (ライズTS) 神谷　さくら
29 (東海南高校) 澤田　宗興 10 (大府高校) 坂川　佳奈海
30 (東海南高校) 宮崎　裕也 11 (大府高校) 曽我部　海咲
31 (東海南高校) 岩田　和樹 12 (大府高校) 下市　歩実
32 (東海南高校) 吉川　紘史 13 (大府高校) 服部　淑恵
33 (東海南高校) 竹内　雅治 14 (大府高校) 川端　美輝
34 (東海南高校) 金澤　広武 15 (大府高校) 渡辺　望
35 (東海南高校) 大橋　颯太 16 (大府高校) 今井　益実
36 (東海南高校) 岩田　麻琴 17 (大府高校) 都築　茉奈
37 (東海南高校) 加藤　広夢 18 (NTA) 武藤　ほのか
38 (東海南高校) 谷川　博基 19 (半田高校) 松井　早希
39 (東海南高校) 畠中　聖人 20 (半田高校) 鎌内　美甫
40 (東海南高校) 岡田　教捻 21 (半田高校) 蔵原　有希
41 (東海南高校) 早川　友貴 22 (半田高校) 森　満里奈
42 (東海南高校) 濱野　佑太 23 (半田高校) 藤原　百萌
43 (東海南高校) 宮下　瑞規 24 (半田高校) 中西　花海
44 (東海南高校) 木村　和樹 25 (半田高校) 大宮　司星
45 (東海南高校) 塚本　周平 26 (半田高校) 山内　菜摘
46 (東海南高校) 匂坂　光希 27 (半田高校) 森田　愛未
47 (東海商業高校) 丸尾　直也 28 (半田高校) 平野　真帆
48 (東海商業高校) 森岡　秀斗 29 (半田東高校) 秋山　裕香
49 (東海商業高校) 堀之口　智哉 30 (半田東高校) 小倉　早貴
50 (東海商業高校) 与儀　優介 31 (半田東高校) 勝田　優衣
51 (東海商業高校) 都筑　僚介 32 (東海商業高校) 手塚　美沙
52 (東海商業高校) 琴畑　海渡 33 (東海商業高校) 小島　有香
53 (東海商業高校) 小玉　憲二朗 34 (TEAM　KOMADA) 伊藤　美琴
54 (東海商業高校) 小出　修基 35 (諸の木TC) 梶野　理桜
55 (東海商業高校) 小山　実来 36 (ライズTS) 佐藤　優衣
56 (東海商業高校) 前川　太陽
57 (東海商業高校) 鈴木　ヒロト
58 (東海商業高校) 浅野　孝一郎
59 (東海商業高校) 三輪　智浩
60 (東海商業高校) 鈴木　一矢
61 (東海商業高校) 浅岡　賢吾
62 (東海商業高校) 伊藤　春平
63 (東海商業高校) 川島　知也
64 (東海商業高校) 山口　光輝
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