
所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名
1 認定 名古屋グランド 近藤  菜帆 1 認定 名古屋グランド 木村　謙太 1 認定 東名 桑原　達也 1 認定 尾西 大月　光浩
2 認定 尾西 戸塚　知菜 2 認定 東名 山田　裕太郎 2 認定 中央精機株式会社 星野　高志 2 認定 東名 犬飼　健志
3 認定 豊川高等学校 小林　海翔 3 認定 カニエ 三宅　史高 3 認定 尾張東 山本　裕昭 3 認定 刈谷 野々山　寿光
4 認定 カニエ 佐藤　宇宙 4 認定 豊橋 彦坂　凜 4 認定 カニエ 橋谷　慎太郎 4 認定 鳴海 伊集院　祐介
5 認定 尾西 林　育美 5 認定 カニエ 山岸　大悟 5 追加認定 鳴海 一江　拓生 5 追加認定 稲沢グランド 林　伸治
6 認定 春日井 長谷川　星凪 6 認定 鳴海 渡邉　貴仁
7 認定 尾西 長屋　似奈 8 追加認定 東名 菊田　樹
8 認定 尾西 江崎　華菜 9 次点1位 稲沢グランド 中林　英二
9 認定 豊橋 三谷　優斗 10 次点2位 東名 清水　亮我
10 認定 春日井 押切　絢音
11 認定 尾西 林　大夢
12 追加認定 尾西 豊田　こころ
13 追加認定 カニエ 清水　武
14 追加認定 スポルト名古屋 橋本　篤輝
15 追加認定 鳴海 沼田　歩輝
16 追加認定 東名 岡田　有翔
17 追加認定 尾西 林　優輝
18 次点１位 名古屋グランド 髙本　聖菜
19 次点２位 名古屋グランド 湯田　響
20 次点３位 カニエ 原　理人
21 次点４位 名古屋工業高等学校 椎野　健太
22 次点５位 サンガーデン 飯尾　光晟
23 次点６位 西尾スター 都築　啓
24 次点７位 清林館高等学校 山田　和季
25 次点８位 名古屋グランド 青山　和平
26 次点９位 西尾スター 金原　幸太
27 次点１０位 稲沢グランド 田端　弘芽
28 次点１１位 名古屋工業高等学校 髙木　雄勢
29 次点１２位 名古屋工業高等学校 日置　海斗
30 次点１３位 西尾スター 岡本　侑磨
31 次点１４位 尾西 豊田　凌平
32 次点１５位 名古屋工業高等学校 渡邉　俊哉
33 次点１６位 スポルト名古屋 水谷　柚茜

所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名
1 認定 名古屋グランド 渋谷　祐也 1 認定 尾西 園田　陽久 1 認定 スポルト名古屋 栗田　賢一
2 認定 稲沢グランド 赤井　克守 2 認定 尾張東 小幡　章夫 2 認定 美鳥里 濱元　小夜子
3 認定 岡崎グランド 中西　晴子 3 認定 尾西 淀川　清登 3 認定 岡崎グランド 高須　覚
4 認定 名古屋グランド 山内　博之 4 認定 名古屋グランド 花井　千久佐 4 認定 スポルト名古屋 大野　和恵
5 認定 刈谷 庄司　寿志 5 追加認定 名古屋グランド 田中　亨 5 次点1位 美鳥里 岩月　文彦
6 追加認定 サンボウル 今井　佳子 6 追加認定 サンボウル 徳永　幸一
7 追加認定 名古屋グランド 山本　一俊 7 追加認定 名古屋グランド 鷹羽　孝
8 追加認定 中央精機株式会社 吉田　豊
9 追加認定 ㈱アイシン 中島　淳二
10 追加認定 （株）三菱自動車工業・岡崎 佐伯　典代
11 次点2位 岡崎グランド 中西　貴久
12 次点3位 スポルト名古屋 森　咲江
13 次点4位 春日井 一佛　朋亮
14 次点5位 尾張東 鈴木　のり子
15 次点6位 ㈱アイシン 井田　健児
16 次点7位 美鳥里 手島　登
17 次点8位 ㈱アイシン 桐生　広司
18 次点9位 尾張東 桑原　浩彰
19 次点10位 岡崎グランド 榊原　誠

監督(兼任):一江拓生
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認定選手
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