
競技委員長

A B

1 小笠原�綾子 南山2 森�唯菜 愛産2

2 伊藤�里紗 南山1 久野�沙紀 名城3

3 小林�美怜 南山1 野村�真由 名城3

4 竹内�桜 南山1 鋤柄�新菜 名城3

5 冨田�来羅 南山1 荻原�紗良 日福2

6 林�絵里 愛工1 木原�彩美 日福2

7 大森�友理 愛工3 杉田�辰希 日福2

A B

8 本田�光 愛産3 坂田�昌平 愛工2

9 三木�立樹 愛産3 山田�大輔 愛工2

10 松井�秀斗 愛産1 荒井�建人 愛工2

11 大内�涼平 南山1 加藤�智也 愛工1

12 大野�靖弘 南山1 永田�翔大 名城3

13 奥野�隼 南山1 加藤�伊織 名城1

14 津山�毅彦 南山1 仮谷�亮太 名城1

15 林�優直 南山1 小長谷�佳紀 名城1

16 久保�裕亮 名大3 白木�琳 名城1

17 塚谷�陸 名大1 園原�功紀 中部2

18 飯島�大揮 愛学1 忠谷�篤 中部2

19 山崎�進也 愛学1 安藤�壱起 日福1

20 澤田�匠 愛教2 飯田�康太 日福1

21 田中�雅人 愛教2 小伏�啓太 日福1

A B

22 関口�和真 南山3 伴�雄登 名城2

23 牛田�貴仁 南山2 小島�和真 名城1

24 山本�麻琴 南山1 根建�彩香 愛産2
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A B

1 今井�綾乃 日福1 畠山�佳菜子 愛産3 1

2 吉田�美里 日福1 森�花緒梨 愛産3 2

3 佐橋�晴菜 南山3 松原�奈央 名城2 3

4 中村�あかね 南山3 赤羽�夏実 愛教3 4

5 細江�真帆 南山3 阿部�未来 愛教3 5

6 伊藤�彩乃 南山2 河田�真歩 愛教3 6

7 石森�安海 南山2 野添�天希 愛教1 7

8 西澤�由菜 南山2 丹羽�悠花 愛学1 8

A B

9 伊澤�喬太 愛産3 本多�和樹 愛工4 9

10 田村�大 愛産3 酒井�陽太 愛工3 10

11 丸山�瑛平 愛産1 小松�暉敬 愛工2 11

12 川崎�幹也 南山2 北村�和俊 愛工2 12

13 真野�翼 南山2 川合�智也 名城3 13

14 小川�司 南山2 古藤�駿一 名城3 14

15 磯村�真也 南山2 竹川�祥平 名城3 15

16 原�利通 南山2 小栗�巧暉 名城2 16

17 池山�大雅 南山1 岩嶋�敏也 愛教3 17

18 丸野�陽平 名大1 緒方�遼 愛教3 18

19 島�航士郎 名大1 坂井�優太 愛教3 19

20 鈴木�颯志 愛学3 小林�典広 日福3 20

21 稲垣�友斗 愛学2 尾形�結熙 日福2 21

22 原�友登 岐阜2 佐藤�嘉希 日福2 22

23 鬼頭�佑吏 岐阜1 23

A B

24 内田�拓也 南山1 葛西�智也 名城3 24

25 和久井�崇裕 南山1 袴田�大樹 中部3 25

コンパウンド コンパウンド
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A B

板谷�好美 日福3 吉田�美紅 愛産4

松浦�由真 日福3 石井�妍� 愛産1

齋籐�里奈 南山4 菊田�真由 名城3

青樹�瞳 南山3 小林�真由香 名城3

川口�莉奈 南山3 櫻井�梨乃 名城3

鈴木�愛海 南山3 石橋�果歩 名大1

相川�由貴 南山3 杉浦�萌香 岐阜1

藤本�早紀 南山1

A B

安井�孝志朗 愛産3 村井�壮一 愛工1

足立�侑哉 愛産1 谷口�凛太郎 愛工1

手崎�智也 南山3 赤岡�優 愛工1

堀田�博道 南山3 河内�駿 愛工1

鈴木�源平 南山3 佐治�篤 名城1

服部�良斗 南山3 榊原�卓樹 名城1

豊田�憲亮 南山2 杉江�恭輔 名城1

山川�拓海 南山2 西田�圭佑 名城1

寄高�雄介 名大2 山本�隼人 岐阜2

棚橋�宥斗 名大2 柴田�佳宜 岐阜1

池原�拓飛 愛学2 中島�康博 岐阜1

内田�洋祐 愛学2 野口�諒太郎 日福1

中瀬古�翔一 愛学2 谷�開斗 日福1

清水�陽 愛教2 高野�龍汰 日福1

金澤�佑樹 愛教1

A B

古川�愛野 愛学1 石川�和璃 愛産4

中山�拓馬 愛学3 難波�大雅 愛産3
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