
1 野添　天希 (愛教2) 藤本　早紀 (南山2)

2 棚橋　美里 (愛教1) 浅田　木乃香 (南山1)

3 伊藤　里紗 (愛教1) 井戸端　佐樹 (南山1)

4 畠山　佳菜子 (愛産4) 纐纈　舞衣 (南山1)

5 森　花緒梨 (愛産4) 荻原　紗良 (日福3)

6 森　唯菜 (愛産3) 今井　綾乃 (日福2)

7 伊藤　彩乃 (南山3) 吉田　美里 (日福2)

8 石森　安海 (南山3) 野村　真由 (名城4)

9 小笠原　綾子 (南山3) 古田　咲陽 (名城3)

10 水木　晴香 (南山1) 松原　奈央 (名城3)
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12 金澤　佑樹 (愛教2) 打田　琉稀 (南山1)

13 村瀬　郁弥 (愛教1) 谷　陸将 (南山1)

14 富田　光俊 (愛工2) 丸野　友大 (南山1)

15 村井　壮一 (愛工2) 山田　隼平 (南山1)

16 加藤　智也 (愛工2) 余語　駿 (南山1)

17 栗田　奨己 (愛工1) 髙野　龍汰 (日福2)

18 丸山　瑛平 (愛産2) 谷　開斗 (日福2)

19 渡邊　泰斗 (愛産1) 坂井　雄紀 (日福1)

20 三木　立樹 (愛産4) 西野　凌 (日福1)

21 安井　孝志朗 (愛産4) 島　航士郎 (名大2)

22 豊田　憲亮 (南山3) 丸野　陽平 (名大2)

23 小川　司 (南山3) 加藤　伊織 (名城2)

24 川崎　幹也 (南山3) 仮谷　亮太 (名城2)

25 磯村　真也 (南山3) 小長谷　佳紀 (名城2)

26 原　利通 (南山3) 佐治　篤 (名城2)

27 林　優直 (南山2) 伊藤　尊博 (中部4)

28 忠谷　篤 (中部3)

29 内田　拓也 (南山2) 千野　陽平 (名城1)

30 和久井　崇裕 (南山2) 小島　和真 (名城2)

31 牛田　貴仁 (南山3) 伴　雄登 (名城3)
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1 中川　彩 (愛教1) 冨田　来羅 (南山2)

2 安井　香妃 (愛教1) 細江　真帆 (南山4)

3 林　絵里 (愛工2) 袖野　薫 (南山1)

4 阿部　詩野 (愛産1) 原　未夏 (南山1)

5 照井　彩花 (愛産1) 佐藤　百音 (日福1)

6 松井　香奈依 (愛産1) 山本　奈生子 (日福1)

7 村木　淑乃 (愛産1) 石橋　果歩 (名大2)

8 伊藤　里紗 (南山2) 磯道　彩乃 (名大1)

9 小林　美怜 (南山2) 桑高　紀香 (名城1)

10 竹内　桜 (南山2) 三木　千穂 (名城1)

11 西澤　由菜 (南山3) 橋本　晴絵 (名城1)

12 榎本　貴斗 (愛教3) 手崎　智也 (南山4)

13 澤田　匠 (愛教3) 高見　祐希 (南山4)

14 清水　陽 (愛教3) 堀田　博道 (南山4)

15 原田　知季 (愛工1) 尾形　結熙 (日福3)

16 松本　涼平 (愛工1) 安藤　壱起 (日福2)

17 伊藤　哲 (愛工1) 飯田　康太 (日福2)

18 谷口　凛太朗 (愛工2) 小伏　啓太 (日福2)

19 伊澤　喬太 (愛産4) 今村　勝利 (名大2)

20 田村　大 (愛産4) 村田　瞬星 (名大1)

21 村松　伸之輔 (愛産1) 白木　琳 (名城2)

22 真野　翼 (南山3) 杉江　恭輔 (名城2)

23 池山　大雅 (南山2) 西田　圭佑 (名城2)

24 大内　涼平 (南山2) 服部　優貴 (名城1)

25 奥野　隼 (南山2) 村岡　寛哉 (名城1)

26 大野　靖弘 (南山2) 西川泰輔 (中京1)

27 津山　毅彦 (南山2) 福永直也 (中京2)

28 山川　拓海 (南山3) 後藤大輝 (中京1)

29 関口　和真 (南山4) 岩瀬　航也 (愛産1)

30 山本　麻琴 (南山2) 根建　彩香 (愛産3)
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