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1 2001 川澄 士朗 愛知県ｶﾜｽﾐ ｼﾛｳ

2 2002 富田 祥吾 愛知県ﾄﾐﾀ ｼｮｳｺﾞ

3 2003 森本 貴紀 愛知県 19ｰ5RH豊田ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

4 2004 杉浦 健太 神奈川県ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ

5 2005 中村 稔 愛知県 衣浦東部消防局ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ

6 2006 鶴見 航大 愛知県ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ

7 2007 伊藤 秀悟 愛知県 刈谷北高校ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ

8 2008 浅井 皓貴 愛知県 豊川高校ｱｻｲ ｺｳｷ

9 2009 熊岡 寛訓 静岡県 NTN磐田ｸﾏｵｶ ﾑﾈﾄｷ

10 2010 山口 幹哉 東京都ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷﾔ

11 2011 八木 章敬 愛知県 ﾜｰｶｰﾋﾞｰﾔｷﾞ ｱｷﾉﾘ

12 2012 石川 雄基 愛知県 ｶﾋﾟﾊﾞﾗんずｲｼｶﾜ ﾕｳｷ

13 2013 岡田 純一 愛知県 富士松ACｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

14 2014 浅田 将司 愛知県ｱｻﾀﾞ ﾏｻｼ

15 2015 神保 和幸 愛知県ｼﾞﾝﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ 事前発送

16 2016 山本 裕一郎 愛知県 大嶋庭球会ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

17 2017 高木 弘文 愛知県ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ

18 2018 伊藤 雄平 静岡県ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ 事前発送

19 2019 増井 英将 愛知県ﾏｽｲ ﾋﾃﾞﾏｻ

20 2020 小野 純一 愛知県ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

21 2021 前田 明宏 愛知県ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

22 2022 山崎 智裕 東京都ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

23 2023 鳥山 博史 福井県ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ

24 2024 野村 航 愛知県ﾉﾑﾗ ﾜﾀﾙ

25 2025 永山 一成 愛知県ﾅｶﾞﾔﾏ ｲｯｾｲ

26 2026 石原 勇太 静岡県ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ

27 2027 染川 浩志 愛知県ｿﾒｶﾜ ﾋﾛｼ

28 2028 稲垣 有仁 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ｱﾘﾋﾄ

29 2029 高崎 伸司 千葉県 株式会社木はらﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ 事前発送

30 2030 岡山 大介 愛知県 ﾄﾖﾀSCｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

31 2031 萩 亮輔 愛知県ﾊｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

32 2032 神谷 大河 愛知県ｶﾐﾔ ﾀｲｶﾞ

33 2033 中村 公紀 愛知県 立命館大学ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

34 2034 中村 考毅 愛知県 ﾁｰﾑﾍﾟｯﾋﾟｰﾉﾅｶﾑﾗ ﾀｶｷ

35 2035 寺島 健太 愛知県ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ

36 2036 大場 博史 愛知県 ｾｺﾂｰﾙｽﾞｵｵﾊﾞ ﾋﾛｼ

37 2037 小島 慎也 愛知県ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ

38 2038 山口 真誉 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ

39 2039 川崎 健太 静岡県 GFRｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ

40 2040 上野 雄大 愛知県ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 事前発送

41 2041 小薗 大樹 愛知県 みぽだんごACｺｿﾞﾉ ﾋﾛｷ

42 2042 住田 栄司 愛知県ｽﾐﾀﾞ ｴｲｼﾞ

43 2043 美根 拓馬 愛知県ﾐﾈ ﾀｸﾏ

44 2044 垣下 晃毅 愛知県ｶｷｼﾀ ｺｳｷ 事前発送

45 2045 清藤 良一 愛知県ｷﾖﾌｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ

46 2046 福代 光平 愛知県ﾌｸﾖ ｺｳﾍｲ

47 2047 水谷 高嘉 愛知県 牧野ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾖｼ

48 2048 尾関 剛 愛知県ｵｾﾞｷ ｺﾞｳ

49 2049 杉浦 一樹 愛知県 96ersACｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞｷ

50 2050 鈴木 明伸 愛知県ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ
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51 2051 朝日 涼 愛知県 きんさい家F･R･Cｱｻﾋ ﾘｮｳ

52 2052 里澤 聡洋 愛知県ｻﾄｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 事前発送

53 2053 猪坂 恵輔 愛知県ｲｻｶ ｹｲｽｹ

54 2054 向井 建二 愛知県ﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ

55 2055 諏訪 怜雅 愛知県ｽﾜ ﾘｮｳｶﾞ

56 2056 永松 忠和 愛知県ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 事前発送

57 2057 坂本 信聡 愛知県ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ

58 2058 黒田 慎也 愛知県 あいち中央農協ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾔ

59 2059 吉木 優 愛知県ﾖｼｷ ﾕｳ

60 2060 鈴木 康正 大阪府ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏｻ

61 2061 内藤 亜輝亜 静岡県 Honda-RCﾅｲﾄｳ ｱｷｱ

62 2062 安福 正太郎 三重県ﾔｽﾌｸ ｼｮｳﾀﾛｳ

63 2063 稲垣 雄哉 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾔ

64 2064 深谷 健斗 愛知県 TPACﾌｶﾔ ｹﾝﾄ

65 2065 鴨東 昌二 茨城県ｶﾓﾄｳ ｼｮｳｼﾞ

66 2066 木村 友紀 愛知県ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

67 2067 内田 雄基 愛知県ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ

68 2068 三浦 舜 愛知県 愛知工業大学ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 事前発送

69 2069 長坂 誠 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

70 2070 倉橋 正憲 愛知県ｸﾗﾊｼ ﾏｻﾉﾘ

71 2071 間瀬 伸彦 愛知県ﾏｾ ﾉﾌﾞﾋｺ 事前発送

72 2072 河村 圭祐 愛知県ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ 事前発送

73 2073 八谷 謙二郎 愛知県ﾔﾂﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ

74 2074 河合 良将 愛知県ｶﾜｲ ﾘｮｳｽｹ

75 2075 尾﨑 有司 愛知県ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ

76 2076 松本 徹 愛知県ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 事前発送

77 2077 日髙 徹 愛知県 知多教員ｸﾗﾌﾞﾋﾀﾞｶ ﾄｵﾙ

78 2078 長島 亮泰 愛知県ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀｲ

79 2079 竹中 元 愛知県ﾀｹﾅｶ ﾊｼﾞﾒ

80 2080 柘植 雅仁 愛知県ﾂｹﾞ ﾏｻﾋﾄ

81 2081 阿部 優太郎 愛知県ｱﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 事前発送

82 2082 浜原 大夢 愛知県 ﾃﾞﾝｿｰﾊﾏﾊﾗ ﾋﾛﾑ

83 2083 中山 智弘 東京都ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

84 2084 松尾 拓麻 愛知県ﾏﾂｵ ﾀｸﾏ

85 2085 清水 悠翔 愛知県 東海高校ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 事前発送

86 2086 楠本 貴史 愛知県ｸｽﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 事前発送

87 2087 楫屋 伊吹 愛知県ｶｼﾞﾔ ｲﾌﾞｷ

88 2088 楫屋 寿弥 愛知県ｶｼﾞﾔ ｶｽﾞﾐ

89 2089 楫屋 秀弥 愛知県ｶｼﾞﾔ ﾋﾃﾞﾐ

90 2090 下釜 央 ｼﾓｶﾞﾏ ﾋﾛｼ

91 2091 宮本 雅博 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

92 2092 兼松 一平 愛知県ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ

93 2093 金子 隼人 千葉県 ｸﾗﾌﾞR2東北ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ

94 2094 木下 吉英 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ

95 2095 中田 陽 愛知県 安城特別支援学校ﾅｶﾀ ｱｷﾗ 事前発送

96 2096 高橋 正人 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ

97 2097 平野 純也 静岡県 Honda-RCﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

98 2098 都築 伸介 愛知県ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｽｹ

99 2099 彦坂 裕二 愛知県ﾋｺｻｶ ﾕｳｼﾞ

100 2100 平岩 篤典 愛知県ﾋﾗｲﾜ ｱﾂﾉﾘ
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101 2101 上田 章 愛知県ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ

102 2102 山本 悠斗 愛知県 桜井中学校ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

103 2103 松村 庄太朗 愛知県ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ

104 2104 粟飯原 睦 愛知県

105 2105 川畑 叶弥 愛知県ｶﾜﾊﾀ ｷｮｳﾔ

106 2106 加藤 智基 愛知県ｶﾄｳ ﾄﾓｷ
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