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2020/01/03

1 2001 今泉 怜大 愛知県 いちごｰ会ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚｵ

2 2002 川澄 士朗 愛知県ｶﾜｽﾐ ｼﾛｳ

3 2003 北川 雄大 滋賀県ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

4 2004 杉浦 健太 神奈川県ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ

5 2005 加藤 一樹 愛知県ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ

6 2006 浅井 皓貴 愛知県 豊川高校ｱｻｲ ｺｳｷ

7 2007 雨宮 和希 千葉県 ﾊﾙｵ会ｱﾒﾐﾔ ｶｽﾞｷ

8 2008 雨宮 広樹 神奈川県 ﾊﾙｵ会ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｷ

9 2009 河合 裕昭 愛知県 TEAM走快屋ｶﾜｲ ﾋﾛｱｷ

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 愛知県ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

14 2014 小島 克之 愛知県ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ

15 2015 都築 健 愛知県ﾂﾂﾞｷ ｹﾝ

16 2016 山田 大翔 愛知県 愛知高校ﾔﾏﾀﾞ ﾔﾏﾄ

17 2017 山本 裕一郎 愛知県 大嶋庭球会ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ

18 2018 加藤 孝一 愛知県ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

19 2019 伊藤 雄平 静岡県 磐田市ｲﾄｳ ﾕｳﾍｲ

20 2020 福井 陽一 愛知県 ｲｸﾒﾝﾗﾝﾅｰﾌｸｲ ﾖｳｲﾁ

21 2021 磯尾 友規 三重県ｲｿｵ ﾄﾓﾉﾘ

22 2022 三上 大智 愛知県 三上ﾌｧﾐﾘｰﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾁ

23 2023 山崎 良紀 福井県ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ

24 2024 森 大輔 愛知県ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ

25 2025 澤原 佑太 愛知県 惟信高校ｻﾜﾊﾗ ﾕｳﾀ

26 2026 山崎 智裕 東京都ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

27 2027 三谷 幸司 愛知県ﾐﾀﾆ ｺｳｼﾞ

28 2028 宮地 貴広 愛知県 目標60分組合ﾐﾔﾁ ﾀｶﾋﾛ

29 2029 堀場 慎吾 愛知県 目標60分組合ﾎﾘﾊﾞ ｼﾝｺﾞ

30 2030 村上 徳時 愛知県 目標60分組合ﾑﾗｶﾐ ﾄｸｼﾞ

31 2031 永山 一成 愛知県ﾅｶﾞﾔﾏ ｲｯｾｲ

32 2032 安藤 康人 愛知県ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾄ

33 2033 西尾 春伸 愛知県 押切塾Bﾆｼｵ ﾊﾙﾉﾌﾞ

34 2034 石原 勇太 静岡県ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ

35 2035 大塚 貴之 愛知県 ﾄﾖﾀ下山ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ

36 2036 岡山 大介 愛知県 ﾄﾖﾀSCｵｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ

37 2037 巣山 慶太 愛知県 ｱｰｾﾅﾐFCｽﾔﾏ ｹｲﾀ

38 2038 中村 公紀 愛知県 立命館大学ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

39 2039 中村 考毅 愛知県 ﾘｯﾌﾟﾙﾅｶﾑﾗ ﾀｶｷ

40 2040 大久保 利哉 三重県 愛知県庁ｸﾗﾌﾞｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ

41 2041 落合 裕一 愛知県 OHAGI3ｵﾁｱｲ ﾋﾛｶｽﾞ

42 2042 芹川 泰博 愛知県ｾﾘｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

43 2043 長尾 圭 愛知県ﾅｶﾞｵ ｹｲ

44 2044 山口 真誉 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ

45 2045 尾浦 一志 愛知県ｵｳﾗ ｶｽﾞｼ

46 2046 鈴木 陽平 愛知県ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ

47 2047 美根 拓馬 愛知県ﾐﾈ ﾀｸﾏ

48 2048 池宮 昌司 静岡県 浜名湖電装ｲｹﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ

49 2049 垣下 晃毅 愛知県 ｸﾗﾌﾞR2中日本ｶｷｼﾀ ｺｳｷ

50 2050 清藤 良一 愛知県ｷﾖﾌｼﾞ ﾘｮｳｲﾁ
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51 2051 神田 直輝 愛知県ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ

52 2052 兼子 智 愛知県ｶﾈｺ ｻﾄｼ

53 2053 小栗 健二 愛知県ｵｸﾞﾘ ｹﾝｼﾞ

54 2054 ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾊﾌｨｼﾞ 愛知県ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾊﾌｨｼﾞ

55 2055 福代 光平 愛知県ﾌｸﾖ ｺｳﾍｲ

56 2056 浅井 成就 愛知県ｱｻｲ ﾏｻﾕｷ

57 2057 鈴木 隆由 愛知県 まるよし鍼灸接骨院ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ

58 2058 尾関 剛 愛知県ｵｾﾞｷ ｺﾞｳ

59 2059 岸水 克憲 愛知県ｷｼﾐｽﾞ ｶﾂﾉﾘ

60 2060 辻斗 正気 愛知県ﾂｼﾞﾄ ｼｮｳｷ

61 2061 里澤 聡洋 愛知県ｻﾄｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ

62 2062 竹内 啓一郎 三重県 皇學館大学ﾀｹｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

63 2063 岡本 元紀 愛知県 石黒道場ｵｶﾓﾄ ﾓﾄｷ

64 2064 永松 忠和 愛知県ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

65 2065 神谷 亮輔 愛知県 宮の会ｶﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ

66 2066 平澤 陸 愛知県 宮の会ﾋﾗｻﾞﾜ ﾘｸ

67 2067 黒田 慎也 愛知県ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾔ

68 2068 吉木 優 愛知県ﾖｼｷ ﾕｳ

69 2069 小林 知央 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋｻ

70 2070 鈴木 康正 大阪府ｽｽﾞｷ ﾔｽﾏｻ

71 2071 内藤 亜輝亜 静岡県 Honda‐RCﾅｲﾄｳ ｱｷｱ

72 2072 坂井 良介 愛知県ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ

73 2073 稲垣 雄哉 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾔ

74 2074 深谷 健斗 愛知県 TPACﾌｶﾔ ｹﾝﾄ

75 2075 柘植 一馬 愛知県 宮の会ﾂｹﾞ ｶｽﾞﾏ

76 2076 安本 容右 岩手県ﾔｽﾓﾄ ﾖｳｽｹ

77 2077 鴨東 昌二 茨城県ｶﾓﾄｳ ｼｮｳｼﾞ

78 2078 山田 悠一郎 愛知県 公務員ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

79 2079 梅田 賢 愛知県ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ

80 2080 河野 耕芽 京都府ｶﾜﾉ ｺｳｶﾞ

81 2081 中嶋 久人 三重県ﾅｶｼﾏ ﾋｻﾄ

82 2082 村瀬 敬介 岐阜県 村瀬ｶﾝﾊﾟﾆｰﾑﾗｾ ｹｲｽｹ

83 2083 八谷 謙二郎 愛知県ﾔﾂﾔ ｹﾝｼﾞﾛｳ

84 2084 川口 拓郎 愛知県 NSRTｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ

85 2085 坂井 雄飛 愛知県ｻｶｲ ﾕｳﾋ

86 2086 米津 康隆 愛知県ﾖﾈﾂﾞ ﾔｽﾀｶ

87 2087 齊藤 徹 愛知県ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ

88 2088 奥野 英二 愛知県 大府魂ｵｸﾉ ｴｲｼﾞ

89 2089 中山 智弘 東京都ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

90 2090 板倉 優翔 愛知県 豊田大谷高校ｲﾀｸﾗ ﾕｳﾄ

91 2091 川松 将和 愛知県ｶﾜﾏﾂ ﾏｻｶｽﾞ

92 2092 下村 祐太 愛知県ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ

93 2093 長坂 祐介 愛知県 ｱｲｼﾝﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｽｹ

94 2094 岩瀬 史明 愛知県ｲﾜｾ ﾌﾐｱｷ

95 2095 井上 京大 愛知県ｲﾉｳｴ ｷｮｳﾀ

96 2096 尾崎 有司 愛知県ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ

97 2097 草川 識雄 三重県ｸｻｶﾞﾜ ﾉﾘｵ

98 2098 稲垣 肇 愛知県ｲﾅｶﾞｷ ﾊｼﾞﾒ

99 2099 高木 空 愛知県ﾀｶｷﾞ ｿﾗ

100 2100 土方 幹人 愛知県ﾋｼﾞｶﾀ ﾐｷﾄ
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101 2101 杉浦 旬陛 愛知県 岐阜協立大学ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

102 2102 梅田 健太郎 愛知県ｳﾒﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

103 2103 山口 慧大 愛知県ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾀ

104 2104 新谷 幸弘 愛知県ｼﾝﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ

105 2105 武山 好洋 愛知県ﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ

106 2106 富永 康太 愛知県ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾀ

107 2107 足立 聖夜 愛知県 豊田大谷ｱﾀﾞﾁ ｾｲﾔ

108 2108 南 怜生 愛知県 豊田大谷高校ﾐﾅﾐ ﾚｵ

109 2109 松井 碧也 愛知県 豊田大谷ﾏﾂｲ ﾘｸﾔ

110 2110 土池 幸塔 愛知県 豊田大谷ﾄﾞｲｹ ﾕｷﾄ

111 2111 小林 颯 愛知県 豊田大谷ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ

112 2112 山田 彪斗 愛知県 豊田大谷高等学校ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ

113 2113 加藤 大源 愛知県 豊田大谷高等学校ｶﾄｳ ﾀﾞｲｹﾞﾝ

114 2114 小松 知基 愛知県ｺﾏﾂ ﾄﾓｷ

115 2115 近藤 史都 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾄ

116 2116 櫻田 直宏 愛知県ｻｸﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ

117 2117 日高 康裕 愛知県ﾋﾀﾞｶ ﾔｽﾋﾛ

118 2118 松原 快 愛知県ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｲ

119 2119 諸岡 誉士 愛知県ﾓﾛｵｶ ﾀｶｼ

120 2120 清水 貴裕 愛知県ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ

121 2121 清水 啓史 愛知県ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ

122 2122 辻山 治樹 愛知県ﾂｼﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ

123 2123 中西 英也 愛知県ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾔ

124 2124 石川 輝明 愛知県ｲｼｶﾜ ﾃﾙｱｷ

125 2125 木下 吉英 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ

126 2126 柘植 雅仁 愛知県ﾂｹﾞ ﾏｻﾋﾄ

127 2127 高橋 正人 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ

128 2128 藤谷 和義 愛知県ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾖｼ

129 2129 平野 純也 静岡県ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

130 2130 尾﨑 裕幸 愛知県ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

131 2131 平岩 篤典 愛知県ﾋﾗｲﾜ ｱﾂﾉﾘ

132 2132 上田 章 愛知県ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ

133 2133 山本 悠斗 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ

134 2134 磯谷 康博 愛知県ｲｿｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ

135 2135 村松 庄太朗 愛知県ﾑﾗﾏﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ

136 2136 川畑 叶弥 愛知県ｶﾜﾊﾀ ｷｮｳﾔ

137 2890 本庄 聡彦 愛知県ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋｺ
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