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競技委員会

A B C D
1 畠山佳菜子 愛産2 木原彩美 （日福１） 金田莉朋 （南山３） 宇野奈苗 （愛教4）
2 岡田茉里香 愛産3 伊藤楓華 （日福１） 小田芽美 （南山３） 河田真歩 （愛教2）
3 小野綾香 愛産3 伊東和子 （日福１） 浅井遙奈 （南山３） 佐藤絵里奈 （愛教2）
4 岸川榛菜 愛産2 岩越恭子 （中部３） 山本明日香 （南山３） 久野沙紀 (名城2)
5 加藤史織 （日福4） 柳澤瑠璃 （中部３） 鈴木愛海 （南山２） 小林真由香 (名城2)
6 宮地朱音 （日福4） 田中舞花 愛学４ 川口莉奈 （南山２） 櫻井梨乃 (名城2)
7 竹原未祐 （日福3） 山田朋実 愛学４ 相川由貴 （南山２） 山口由希子 愛大３
8 板谷好美 （日福2） 高橋沙己 愛学２ 上村晴香 （中部２） 中田明希 三重2

9 茂田佳裕 愛産4 宮森政光 三重2 久保裕亮 (名大２) 入口祐一 （愛教3）
10 鈴木章吾 愛産4 森槙平 （南山３） 河島悠哉 (名大２) 千藤光司 （愛教4）
11 中野浩太郎 愛産4 石原寛也 （南山３） 桒原大 (名城4) 山本康平 （愛教4）
12 川辺健太 愛産4 高橋優斗 （南山３） 高井健人 (名城4) 須賀貴大 愛学４
13 村井孝太郎 愛産3 田財平 （南山３） 古藤駿一 (名城2) 箕浦功祐 愛学３
14 難波大雅 愛産2 市岡大暉 （南山３） 竹川祥平 (名城2) 神田拓海 愛学３
15 三木立樹 愛産2 伊藤亮 （南山３） 川合智也 （名城2） 堀　雄貴 愛学３
16 森　雪輝 愛産2 鈴木源平 （南山２） 野田将豊 (岐阜３) 関根智祐 愛学２
17 田村　大 愛産2 堀田博道 （南山２） 裏　優斗 (岐阜２) 山田将司 (中部３)
18 鈴木怜欧 愛産１ 山口翔梧 愛工３ 豊田将平 (岐阜２) 榊原大晃 （中部３）
19 伊藤　仁 （名商３） 岩島志龍 愛工２ 花戸雅哉 （日福2） 垣内渉 （中部２）
20 福嶋賢治 （名商２） 酒井陽太 愛工２ 松本有希 （日福2） 佐藤亘駿 （中部２）
21 大和武司 （名商３） 中村慎吾 愛工２ 坂井優太 （愛教2） 木下祐輔 （中部２）
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午前



A B C D
1 望月麗 （日福4） 坂野未織 （南山３） 高山千里 愛産3 中村星羅 愛大３
2 佐々木菜摘 （日福4） 前田有祐未 （南山３） 吉田美紅 愛産3 阿部未来 （愛教2）
3 今井愛美 （日福3） 齊藤里奈 （南山３） 森花緒梨 愛産2 石黒実里 (名城4)
4 緑川匡美 （日福3） 中村あかね （南山２） 根建彩香 愛産１ 菊田真由 (名城2)
5 荻原沙良 （日福１） 青樹瞳 （南山２） 大森友理 愛工２ 鋤柄新菜 (名城2)
6 松浦由真 （日福2） 細江真帆 （南山２） 伊藤里紗 （愛教4） 野村真由 (名城2)
7 玉越直子 (名大３) 竹田玲奈 (岐阜２) 村松恵 （愛教3） 古田咲陽 (名城１)
8 林　咲希 (名大２) 早田実央 (岐阜２) 赤羽夏実 （愛教2）

9 今井篤 愛産4 瀧瀬裕貴 愛学４ 石河　亮 （愛教4） 石黒太雅 （南山３）
10 国本裕人 愛産4 小林謙太 愛学４ 佐藤琢哉 （愛教4） 神谷優斗 （南山３）
11 水野寛人 愛産4 尾林達也 愛学３ 神谷陽太 （愛教3） 品野友博 （南山３）
12 高野橋良篤 愛産2 山口友輔 愛学３ 岩嶋敏也 （愛教2） 栗木豊斗 （南山３）
13 伊澤喬太 愛産2 深田航弥 愛学３ 緒方　遼 （愛教2） 間所幹太 （南山３）
14 安井孝志朗 愛産2 米田悠哉 愛学３ 田中大稀 (名城4) 松井洸輔 （南山３）
15 須藤大聡 (岐阜３) 藤村泰地 愛学２ 笠舛悠真 (名城4) 手崎智也 （南山２）
16 棚橋直哉 (岐阜３) 鈴木颯志 愛学２ 井藤司 (名城4) 高見祐希 （南山２）
17 中村哲之 （中部２） 澤田勇樹 愛工４ 永田翔大 (名城2) 服部良斗 （南山２）
18 森田憲治 （中部２） 宮島健人 愛工３ 佐藤明知 三重３ 中田 竣也 (中京2)
19 袴田大樹 （中部２） 高垣和希 愛工３ 奈良井敦 三重2 小椋 達生 (中京1)
20 河野英也 (名大２) 服部莉音 愛大３ 白木智哉 三重2 橋本 悠生 (中京1)
21 村上広暉 (名大２) 菱田満直 愛大３ 小林典広 （日福2） 川村 壱征 (中京1)
22 Zoljargal Gantumur (名大３) 佐藤嘉希 （日福１） 尾形結熙 （日福１）
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