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1 21001 清水 優希 岐阜県 相生小学校ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ

2 21002 鈴木 悠人 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

3 21003 市野 登嵩 愛知県ｲﾁﾉ ﾄﾀｶ

4 21004 河合 雅斗 愛知県ｶﾜｲ ﾏｻﾄ

5 21005 小林 誠 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ

6 21006 冨田 晴紀 愛知県ﾄﾐﾀﾞ ﾊﾙｷ

7 21007 脇坂 雄翔 愛知県 岩田小学校ﾜｷｻｶ ﾕｳﾄ

8 21008 中村 駿太 愛知県ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

9 21009 辻 大智 愛知県ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ

10 21010 鈴木 大穂 静岡県 湖西市立岡崎小学校ｽｽｷ ﾀﾞｲﾎ

11 21011 榊原 敏晴 愛知県ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼﾊﾙ

12 21012 成井 創史 愛知県ﾅﾙｲ ｿｳｼ

13 21013 大林 悠翔 愛知県ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

14 21014 足立 翔 愛知県 TeamGamagoriｱﾀﾞﾁ ｶｹﾙ

15 21015 山田 悠生 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ

16 21016 宮下 隼和 愛知県ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝﾄ

17 21017 金田 侑大 愛知県ｶﾅﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

18 21018 米田 純葵 愛知県ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ

19 21019 山田 純矢 愛知県 細川小学校ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

20 21020 梶原 俊平 愛知県 知立小学校ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ

21 21021 野末 新 静岡県ﾉｽﾞｴ ｱﾗﾀ

22 21022 吉田 楓 愛知県 二川小ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

23 21023 高坂 桜輔 愛知県ﾀｶｻｶ ｵｳｽｹ

24 21024 牧野 倫太朗 愛知県ﾏｷﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

25 21025 西郷 雄馬 愛知県ｻｲｺﾞｳ ﾕｳﾏ

26 21026 白井 成侍 愛知県 二川ｼﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ

27 21027 南 健翔 岐阜県ﾐﾅﾐ ｹﾝﾄ

28 21028 谷川 奨 愛知県ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｮｳ

29 21029 清水 健五 愛知県ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ

30 21030 長坂 桔兵 愛知県ﾅｶﾞｻｶ ｷｯﾍﾟｲ

31 21031 高柳 良太 愛知県ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀ

32 21032 筒井 湊大 愛知県ﾂﾂｲ ﾐﾅﾄ

33 21033 丹羽 健琉 愛知県ﾆﾜ ﾀｹﾙ

34 21034 河合 光葵 愛知県 二川南小学校ｶﾜｲ ﾐﾂﾞｷ

35 21035 平山 竜乃介 愛知県 吉田方小学校ﾋﾗﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

36 21036 福井 悠 三重県ﾌｸｲ ﾕｳ

37 21037 鈴木 誠之介 愛知県 中野小学校ｽｽﾞｷ ｾｲﾉｽｹ

38 21038 田嶌 朋康 愛知県ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾔｽ

39 21039 伊藤 圭吾 愛知県 大須ACｲﾄｳ ｹｲｺﾞ

40 21040 鳥山 凌聖 愛知県 向山小学校ﾄﾘﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ

41 21041 大谷 隼翔 愛知県 幸小学校ｵｵﾀﾆ ﾊﾔﾄ

42 21042 鈴木 梢真 愛知県ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

43 21043 三井 海璃 愛知県ﾐﾂｲ ｶｲﾘ

44 21044 山崎 旭 愛知県 桜町小学校ﾔﾏｻﾞｷ ｱｻﾋ

45 21045 石川 巧 愛知県 桜井小学校ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ

46 21046 加藤 歩 静岡県ｶﾄｳ ｱﾕﾑ

47 21047 岩田 知晃 愛知県ｲﾜﾀ ﾄﾓｱｷ

48 21048 神藤 春樹 愛知県ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ

49 21049 山下 陸 静岡県 浜松市立可美小学校ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ

50 21050 黄木 陽斗 愛知県ｵｵｷﾞ ﾊﾙﾄ
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51 21051 櫻井 蒼 愛知県 豊橋市立下条小学校ｻｸﾗｲ ｱｵ

52 21052 吉田 元 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

53 21053 渡邉 陽葵 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ

54 21054 小川 奏祐 愛知県ｵｶﾞﾜ ｿｳｽｹ

55 21055 千賀 琉太郎 愛知県 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞｾﾝｶﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

56 21056 河村 泰成 愛知県 つつじが丘小学校ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾅﾘ

57 21057 雪丸 慶悟 愛知県ﾕｷﾏﾙ ｹｲｺﾞ

58 21058 神谷 龍一郎 愛知県 栄小学校ｶﾐﾔ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

59 21059 袴田 啓太 愛知県ﾊｶﾏﾀ ｹｲﾀ

60 21060 鳥居 和真 愛知県 つつじが丘小学校ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾏ

61 21061 山崎 旭陽 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ｱｻﾋ

62 21062 松野 功太郎 愛知県ﾏﾂﾉ ｺｳﾀﾛｳ

63 21063 宮下 聡太郎 愛知県ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀﾛｳ

64 21064 樋江井 大悟 愛知県 蒲郡市立大塚小学校ﾋｴｲ ﾀﾞｲｺﾞ

65 21065 仲井 湊 愛知県ﾅｶｲ ﾐﾅﾄ

66 21066 小林 晃綺 愛知県 栄小学校ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ

67 21067 水野 遙大 愛知県ﾐｽﾞﾉ ﾖｳﾀ

68 21068 平野 晃太郎 愛知県ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ

69 21069 板倉 晃陽 愛知県ｲﾀｸﾗ ｺｳﾖｳ

70 21070 星野 雄哉 愛知県ﾎｼﾉ ﾕｳﾔ

71 21071 神谷 和志 愛知県 多米小学校ｶﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ

72 21072 梶本 蓮矢 愛知県ｶｼﾞﾓﾄ ﾚﾝﾔ

73 21073 小林 澄幸 愛知県 栄小学校ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾕｷ

74 21074 宇都野 太壱 愛知県ｳﾂﾉ ﾀｲﾁ

75 21075 伊豆 駿佑 愛知県ｲｽﾞ ｼｭﾝｽｹ

76 21076 竹下 愛将 愛知県ﾀｹｼﾀ ﾏﾅﾄ

77 21077 井澤 治希 愛知県ｲｻﾞﾜ ﾊﾙｷ

78 21078 たむら 優太 愛知県ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

79 21079 山田 士恩 愛知県ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾝ

80 21080 牛島 颯俊 愛知県ｳｼｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ

81 21081 鈴木 凱冴 愛知県ｽｽﾞｷ ｶｲｺﾞ

82 21082 大川 想介 愛知県ｵｵｶﾜ ｿｳｽｹ

83 21083 柴田 健太朗 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

84 21084 浦野 准希 愛知県ｳﾗﾉ ｼﾞｭﾝｷ

85 21086 鈴木 蓮叶 愛知県ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾄ

86 21087 隅田 航太朗 愛知県ｽﾐﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

87 21088 嶋田 友輝 愛知県ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

88 21089 舩原 諒 愛知県ﾌﾅﾊﾗ ﾘｮｳ

89 21090 大谷 俊介 愛知県ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

90 21091 諌山 雄大 愛知県ｲｻﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

91 21092 加藤 快 愛知県 二川南小学校ｶﾄｳ ｶｲ

92 21093 西中川 翼 愛知県 つつじヶ丘小学校ﾆｼﾔｶｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ

93 21094 浅野 快人 愛知県ｱｻﾉ ｶｲﾄ

94 21095 白石 捺樹 愛知県ｼﾗｲｼ ﾅﾂｷ

95 21096 西野 遥翔 愛知県 汐田小学校ﾆｼﾉ ﾊﾙﾄ

96 21097 本藤 玲央 愛知県ﾎﾝﾄﾞｳ ﾚｵ

97 21098 垣内 佑心 愛知県ｶｷｳﾁ ﾕｳｼﾝ

98 21099 左右田 琳丸 愛知県 幸小学校ｿｳﾀﾞ ﾘﾝﾏﾙ

99 21100 浅野 颯 愛知県ｱｻﾉ ﾊﾔﾄ

100 21101 鈴木 蓮大 愛知県ｽｽﾞｷ ﾚｵ
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101 21102 岡田 凌空 愛知県ｵｶﾀﾞ ﾘｸ

102 21103 田口 大悟 愛知県ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ

103 21104 古川 来樹 愛知県ﾌﾙｶﾜ ﾗｲｷ

104 21105 川上 蒼生 愛知県ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ

105 21106 小田 悠真 愛知県ｵﾀﾞ ﾕｳﾏ

106 21107 村松 幸樹 静岡県ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ

107 21108 宗崎 隆馬 愛知県ｿｳｻﾞｷ ﾘｭｳﾏ

108 21109 間瀬 七渡 愛知県ﾏｾ ﾅﾅﾄ

109 21110 玉川 董久 愛知県ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｳｸ

110 21111 山本 舜晟 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｾｲ

111 21112 河合 辰之助 愛知県 野田小学校ｶﾜｲ ﾀﾂﾉｽｹ

112 21113 河合 裕介 愛知県 田原市立神戸小学校ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ

113 21114 白岩 艦騎 愛知県 杉山小ｼﾗｲﾜ ｶﾝｷ

114 21115 上田 翔太朗 愛知県ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

115 21116 大橋 優征 静岡県ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ

116 21117 平林 澄人 愛知県ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾄ

117 21118 鈴木 琉之輔 愛知県ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

118 21119 青嶋 栄汰 静岡県ｱｵｼﾏ ｴｲﾀ

119 21120 青嶋 奏佑 静岡県ｱｵｼﾏ ｿｳｽｹ

120 21121 山本 煌月 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｶﾞ

121 21122 加藤 悠誠 愛知県ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ

122 21123 竹内 宙大 静岡県ﾀｹｳﾁ ﾁｭｳﾀ

123 21124 小栁津 暁士 愛知県ｵﾔｲﾂﾞ ｱｷﾄ

124 21125 稲石 大貴 愛知県 旭小学校ｲﾅｲｼ ﾀﾞｲｷ

125 21126 上村 海翔 愛知県ｳｴﾑﾗ ｶｲﾄ

126 21127 木村 ちとせ 愛知県 幸小学校ｷﾑﾗ ﾁﾄｾ

127 21128 田原 直太郎 愛知県ﾀﾊﾗ ﾅｵﾀﾛｳ

128 21129 渡辺 真一郎 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

129 21130 山﨑 晴仁 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ

130 21131 高橋 瑞季 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ

131 21132 伊澤 悠真 愛知県ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

132 21133 宇野 航洋 愛知県 豊橋市立幸小学校ｳﾉ ｺｳﾖｳ

133 21134 岩城 優作 愛知県ｲﾜｷ ﾕｳｻｸ

134 21135 篠原 理宇 愛知県ｼﾉﾊﾗ ﾘｳ

135 21136 竹中 暖馬 静岡県ﾀｹﾅｶ ﾊﾙﾏ

136 21137 加藤 煌士 愛知県ｶﾄｳ ｺｳｼ

137 21138 牧野 脩哉 愛知県ﾏｷﾉ ｼｭｳﾔ

138 21139 近藤 來詩 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｸｳﾀ

139 21140 津野 琳太郎 愛知県ﾂﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ

140 21141 宮崎 眞成 愛知県ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｾｲ

141 21142 酒井 太陽 愛知県ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ

142 21143 黒田 旺士朗 愛知県ｸﾛﾀﾞ ｵｳｼﾞﾛｳ
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