
ＮＯ． 大会名 資格

髙平　沙也斗 林　元輝 木村　謙太 齋藤　翔 三谷　優斗 白井　康介 大月　光浩 村田　大輔 田口　智博 山田　裕太郎

増田　優希 犬飼　健志 山本　一俊 松尾　将希 佐藤　宇宙 菊田　樹 林　優輝 入江　輝 酒井　愛 近藤　菜帆

吉田　祐香 水谷　秋穂 林　育美 戸塚　知菜 米山　侑花 山田　悠畝奈 早川　知里 東　桜沙 長屋　似奈 山田　悠加

山之内　詩 江崎　華菜 藤原　菜有

4 全国都道府県対抗選手権大会 出場 髙平　沙也斗 齋藤　翔 林　元輝 田口　智博 水谷　秋穂 近藤  菜帆 山田　悠畝奈 林　育美

5 スポーツマスターズ 出場

山田　悠畝奈 村田　百恵 早川　知里 薄窪　夢叶 今枝　佑哉 織田　真也 佐藤　宇宙 三谷　優斗 彦坂　凜 木村　謙太

山岸　大悟 菊田　樹 戸塚　知菜 酒井　愛 米山　侑花 山田　悠加 増田　優希 原田　大聖 林　優輝 吉田　智貴

野田　廉斗 加藤　哲平 椎野　健太 小林　海翔 入江　輝 豊田　凌平

岩元　美咲希 米山　侑花 沼田　歩輝 前野　維吹 菊田　樹 白井　康介 山田　裕太郎 下松　千夏 中林　英二 村田　大輔

一江　拓生 犬飼　健志 林　伸治 大野　献吾 伊集院　祐介 吉田　豊 酒井　孝司 一佛　朋亮 今井　佳子 徳永　幸一

手島　登 桑原　浩彰 栗田　賢一 大野　和恵

田口　智博 林　元輝 齋藤　翔 椎野　健太 入江　輝 加藤　哲平 吉田　智貴 山田　和季 岩田　竜成 豊田　凌平

寺本　航大 金原　幸太 中村　大真 川井　裕太 藏原　元斗 今井　悠太 山内　悠貴 森　一貴 坂元　俊介 藤原　遼平

野田　廉斗 薄窪　勇雅 日置　海斗 長谷川　恩美 近藤  菜帆 岩元　美咲希 林　育美 戸塚　知菜 米山　侑花 野澤　優衣

藤原　菜有 水谷　秋穂

長谷川　星凪 飯尾　光晟 岡田　有翔 都築　啓 森田　遥斗 増田　優希 前野　維吹 松尾　将希 岡本　侑磨 高橋　渉真

林　優輝 藤原　功聖 ジョーンズ　翔太郎 大鋸　亮太 中川　新 柴田　凉 青山　和平 大澤　崇人 江崎　華菜 長屋　似奈

山之内　詩 髙本　聖菜 水谷　柚茜 石原　智世 住田　結萌 東　桜沙 山田　悠加 酒井　愛

近藤  菜帆 松尾　将希 早川　知里 髙平　沙也斗 木村　謙太 村田　百恵 桑原　達也 梶浦　雅文 阿部　広知 日比　正裕

犬飼　健志 桐生　由紀子 赤井　克守 山本　一俊 吉田　幸司 鈴木　のり子 中西　晴子 松岡　富綱 水口　慶吾 淀川　清登

栗田　賢一 則武　皓爾

13 東海地区シニア選手権大会 各種目1位～6位 三村　哲司 本多　悟 花井　千久佐 西村　沙池子 山本　一俊 吉田　幸司 鷹羽　孝 早川　美加 鈴木　のり子

近藤  菜帆 木村　謙太 入江　輝 齋藤　翔 増田　優希 白井　康介 早川　知里 三谷　優斗 西村　沙池子 田口　智博

吉田　幸司 日比　正裕 野々山　寿光 大月　光浩 戸塚　知菜 林　育美

近藤  菜帆 山田　悠加 増田　優希 菊田　樹 白井　康介 木村　謙太 西川　仁大 村田　大輔 山崎　慎也 日比　正裕

赤井　克守 犬飼　健志 吉田　幸司 吉田　豊 酒井　孝司 鷹羽　孝 西村　沙池子 小林　義尚 西山　邦夫 栗田　賢一

髙須　覚

中川　佑斗 今枝　佑哉 織田　真也 山田　悠畝奈 村田　百恵 早川　知里 増田　優希 原田　大聖 前野　維吹 戸塚　知菜

酒井　愛 米山　侑花

18 愛知県会長杯 各部門優勝 大野　献吾 前野　維吹 早川　知里

中止

中止

中止

中止

中止
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1 全日本選手権大会 出場

2 全日本選抜選手権大会 出場

3 東海ブロック大会 出場

6 全日本新人選手権大会 出場

7 全日本年齢別選手権大会 出場

8 全日本高校選手権大会 出場

9 全日本中学選手権大会 出場

10 東日本選手権大会 出場

11 東海地区選手権大会 各種目1位～6位

14 愛知県選手権選手権大会 各種目1位～3位

12 東海地区年代別選手権大会 各種目1位～6位

15 愛知県年代別選手権大会 各部門1位～3位

16 愛知県シニア選手権大会 各種目1位～3位

17 愛知県新人競技会 各部門1位～3位

19 （男女別）前年度公認ゲーム年間アベレージ 上位10名　※公認ゲーム300Ｇ以上


