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1 23001 岸本 悠 愛知県 西尾市立鶴城小学校ｷｼﾓﾄ ﾊﾙ

2 23002 小柳津 慎太朗 愛知県 優慎孝直太朗ｵﾔｲｽﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

3 23003 藤田 陽路 愛知県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛ

4 23004 川合 裕大 愛知県ｶﾜｲ ﾕｳﾀ

5 23005 今泉 大知 愛知県 御津南部小学校ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ

6 23006 鈴木 悠太 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

7 23007 岡田 詩大 愛知県 つくでいぃｰらぁｰｵｶﾀﾞ ｳﾀ

8 23008 杉浦 帆高 愛知県ｽｷﾞｳﾗ ﾎﾀｶ

9 23009 井筒 湊都 愛知県ｲﾂﾞﾂ ﾐﾅﾄ

10 23010 佐藤 全 愛知県ｻﾄｳ ｾﾞﾝ

11 23011 熊谷 信之介 愛知県ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾉｽｹ

12 23012 近田 真梛人 愛知県ｺﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ

13 23013 永井 雄大 京都府ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ

14 23014 梶原 健心 愛知県 知立小学校ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾝ

15 23015 伊藤 想心 愛知県ｲﾄｳ ｿｳｼﾝ

16 23016 津田 侑東 愛知県 幸小学校ﾂﾀﾞ ｱﾙﾄ

17 23017 白井 大翔 愛知県 二川ｼﾗｲ ﾔﾏﾄ

18 23018 川崎 夏輝 愛知県 来迎寺小学校ｶﾜｻｷ ﾅﾂｷ

19 23019 新井 良寛 愛知県ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾝ

20 23020 金子 拓篤 長野県ｶﾈｺ ﾀｸﾏ

21 23021 住井 亮介 愛知県ｽﾐｲ ﾘｮｳｽｹ

22 23022 深谷 晴基 愛知県ﾌｶﾔ ﾊﾙｷ

23 23023 大久保 皐平 愛知県ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ

24 23024 加藤 颯真 愛知県ｶﾄｳ ｿｳﾏ

25 23025 高月 蒼太 愛知県ﾀｶﾂｷ ｿｳﾀ

26 23026 中田 哲平 愛知県ﾅｶﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

27 23027 金子 聡汰 愛知県ｶﾈｺ ｿｳﾀ

28 23028 金桶 良祐 愛知県ｶﾈｵｹ ﾘｮｳｽｹ

29 23029 半場 丈寛 静岡県ﾊﾝﾊﾞ ﾀｹﾋﾛ

30 23030 河合 泰輝 静岡県ｶﾜｲ ﾀｲｷ

31 23031 星川 陽向 静岡県ﾎｼｶﾜ ﾋﾅﾀ

32 23032 朝倉 大雅 愛知県ｱｻｸﾗ ﾀｲｶﾞ

33 23033 本多 亘 愛知県 豊橋ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙﾎﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ

34 23034 安田 旺生 愛知県ﾔｽﾀﾞ ｵｳｾｲ

35 23035 上田 武蔵 愛知県 新心館剣道教室ｳｴﾀﾞ ﾑｻｼ

36 23036 近田 健心 愛知県 吉田方小学校ﾁｶﾀﾞ ｹﾝｼﾝ

37 23037 小林 乃々佳 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉｶ

38 23038 伊藤 涼太 愛知県ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ

39 23039 塩野 遥士 愛知県ｼｵﾉ ﾊﾙﾄ

40 23040 小田桐 暖 愛知県ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾊﾙ

41 23041 真壁 來輝 愛知県ﾏｶﾍﾞ ﾗｲｷ

42 23042 齋藤 悠人 愛知県ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ

43 23043 森下 佑真 愛知県ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾏ

44 23044 鈴木 春真 愛知県 豊川市立一宮西部小学校ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾏ

45 23045 大林 悠人 愛知県ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ

46 23046 後藤 颯真 愛知県 名倉小学校ｺﾞﾄｳ ｿｳﾏ

47 23047 甲斐 傑琉 愛知県ｶｲ ｽｸﾞﾙ

48 23048 野口 結翔 愛知県ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

49 23049 石野 智也 愛知県ｲｼﾉ ﾄﾓﾔ

50 23050 齊藤 竜之介 愛知県ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ
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51 23051 宮崎 瑠星 愛知県ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

52 23052 梶山 高章 愛知県 赤坂小学校ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ

53 23053 山本 想太 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ

54 23054 村木 雄一 愛知県 小坂井東小学校ﾑﾗｷ ﾕｳｲﾁ

55 23055 鮫島 拓海 愛知県 多米小学校ｻﾒｼﾏ ﾀｸﾐ

56 23056 鮫島 開陸 愛知県 多米小学校ｻﾒｼﾏ ｶｲﾘ

57 23057 二村 奏颯 愛知県 福江小学校ﾆﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ

58 23058 小林 直史 愛知県ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ

59 23059 小室 晃 愛知県ｺﾑﾛ ｱｷﾗ

60 23060 山本 蒼士 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ｱｵﾄ

61 23061 渡辺 葉介 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ

62 23062 平井 晴貴 愛知県ﾋﾗｲ ﾊﾙﾀｶ

63 23063 神谷 陸王 愛知県 二川南小学校ｶﾐﾔ ﾚｵ

64 23064 加藤 壮志郎 愛知県ｶﾄｳ ｿｳｼﾛｳ

65 23065 鈴木 優仁 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ

66 23066 坂輪 龍二 愛知県ｻｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

67 23067 後藤 新太 愛知県ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ

68 23068 高柳 天馬 愛知県 大崎小学校ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾃﾝﾏ

69 23069 生田 颯紀 愛知県 黄柳川小学校ｲｸﾀ ｿｳｷ

70 23070 山本 虎徹 愛知県 童浦小学校ﾔﾏﾓﾄ ｺﾃﾂ

71 23071 田島 澄空 愛知県ﾀｼﾞﾏ ﾄｱ

72 23072 石川 勇汰 愛知県ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾀ

73 23073 藤田 陽向 愛知県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾀ

74 23074 小原 凛太朗 愛知県 国府小学校ｵﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

75 23075 山田 敦大 愛知県 向山小学校ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ

76 23076 伊藤 玄 愛知県ｲﾄｳ ｹﾞﾝ

77 23077 小野 友寛 愛知県ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ

78 23078 岡崎 陽斗 愛知県ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

79 23079 木村 收佑 愛知県ｷﾑﾗ ｼｭｳｽｹ

80 23080 柴田 嘉月 愛知県ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾞｷ

81 23081 長 凰太朗 愛知県ｵｻ ｺｳﾀﾛｳ

82 23082 川口 湧太 愛知県ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

83 23083 大羽 俊導 愛知県ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾐﾁ

84 23084 高林 平 愛知県ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ

85 23085 鈴木 大雅 愛知県ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ

86 23086 渡辺 経時朗 愛知県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ

87 23087 田中 翔太 愛知県ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

88 23088 鈴木 開琉 愛知県 向山小学校ｽｽﾞｷ ｶｲﾙ

89 23089 原 維吹 愛知県ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ

90 23090 高橋 司渚 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ

91 23091 佐藤 源太 愛知県ｻﾄｳ ｹﾞﾝﾀ

92 23092 石崎 壮大 愛知県ｲｼｻﾞｷ ｿｳﾀ

93 23093 古田 純希 愛知県 旭小学校ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝｷ

94 23094 古田 真志 愛知県 旭小学校ﾌﾙﾀ ﾏｻｼ

95 23095 西島 諒 愛知県 松山小学校ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

96 23096 垂門 佑樹 愛知県ﾀﾚｶﾄﾞ ﾕｳｷ

97 23097 塩野谷 朔都 愛知県ｼｵﾉﾔ ｻｸﾄ

98 23098 青木 結音 愛知県ｱｵｷ ﾕｲﾄ

99 23099 萩本 七斗 愛知県ﾊｷﾞﾓﾄ ﾅﾅﾄ

100 23100 江口 葵 愛知県ｴｸﾞﾁ ｱｵｲ
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101 23101 夏目 晴月 愛知県ﾅﾂﾒ ﾊﾂﾞｷ

102 23102 宮崎 来翔 愛知県ﾐﾔｻﾞｷ ﾗｲﾄ

103 23103 河合 向希 愛知県ｶﾜｲ ｺｳｷ

104 23104 戸澤 享祐 愛知県ﾄｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ

105 23105 山本 泰生 愛知県ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ

106 23106 西口 翔 愛知県ﾆｼｸﾞﾁ ｶｹﾙ

107 23107 吉田 悠朔 愛知県ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｻｸ

108 23108 木下 悠吾 愛知県ｷﾉｼﾀ ﾕｳｺﾞ

109 23109 鈴木 時雅 愛知県ｽｽﾞｷ ﾄｷﾏｻ

110 23110 谷口 太一 愛知県ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｲﾁ

111 23111 影近 亮人 愛知県ｶｹﾞﾁｶ ﾘｮｳﾄ

112 23112 鈴木 悠生 愛知県ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ

113 23113 竹村 央貴 愛知県ﾀｹﾑﾗ ﾋｻｷ

114 23114 竹口 星 愛知県ﾀｹｸﾞﾁ ｾｲ

115 23115 高島 凰 愛知県ﾀｶｼﾏ ｺｳ
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