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1 33001 鈴木 颯太 愛知県ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ

2 33002 藤田 翔蒼 愛知県ﾌｼﾞﾀ ﾄｱ

3 33003 鈴木 開久 静岡県 岡崎小学校ｽｽｷ ﾋﾗｸ

4 33004 河合 真之介 愛知県ｶﾜｲ ｼﾝﾉｽｹ

5 33005 渡部 伊織 静岡県 浅羽南小学校ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ

6 33006 林 芙三弥 愛知県 無所属ﾊﾔｼ ﾌﾐﾔ

7 33007 大山 陸翔 愛知県 豊小ｵｵﾔﾏ ﾘｸﾄ

8 33008 後藤 祥元 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾓﾄ

9 33009 中川 聡一郎 三重県ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

10 33010 澤崎 奏人 愛知県 松葉小学校ｻﾜｻﾞｷ ｶﾅﾄ

11 33011 後藤 碧人 静岡県ｺﾞﾄｳ ｱｵﾄ

12 33012 矢野 翔唯 愛知県ﾔﾉ ｼｮｳｲ

13 33013 太田 迅琥和 愛知県 OKARUNｵｵﾀ ﾊｸﾄ

14 33014 水谷 陽近 愛知県ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾙﾁｶ

15 33015 槇 迅 愛知県ﾏｷ ｼﾞﾝ

16 33016 荒尾 柚貴 愛知県 豊橋市立 幸小学校ｱﾗｵ ﾕｽﾞｷ

17 33017 弓場 まひろ 愛知県 あかしろｸﾗﾌﾞﾕﾐﾊﾞ ﾏﾋﾛ

18 33018 小川 維真 愛知県ｵｶﾞﾜ ｲｼﾝ

19 33019 鈴木 健心 愛知県ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ

20 33020 青葉 健太朗 愛知県ｱｵﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

21 33021 金田 煌白 静岡県ｶﾅﾀﾞ ｺﾊｸ

22 33022 高橋 成実 愛知県 豊橋市立谷川小学校ﾀｶﾊｼ ﾅﾙﾐ

23 33023 吉村 太明 愛知県 御津南部小学校ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾒｲ

24 33024 西村 浩輔 愛知県ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ

25 33025 高橋 紘斗 愛知県ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ

26 33026 菊地 海翔 愛知県 豊橋市立鷹丘小学校ｷｸﾁ ｶｲﾄ

27 33027 後藤 優希 愛知県ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ

28 33028 木全 快心 愛知県ｷﾏﾀ ｶｲｼﾝ

29 33029 岡藤 弘明 愛知県ｵｶﾌｼﾞ ﾋﾛｱｷ

30 33030 福田 創 愛知県ﾌｸﾀ ｿｳ

31 33031 藤本 暖大 愛知県 磯辺小学校ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ

32 33032 柴田 知希 愛知県ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ

33 33033 星野 陽向 愛知県 三蔵子小学校ﾎｼﾉ ﾋﾅﾀ

34 33034 石野 冬真 愛知県ｲｼﾉ ﾄｳﾏ

35 33035 仲井 寛人 愛知県ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ

36 33036 西島 徹 愛知県 汐田小学校ﾆｼｼﾞﾏ ﾄｵﾙ

37 33037 星野 月音 愛知県 田原陸上ｸﾗﾌﾞﾎｼﾉ ｶﾉﾝ

38 33038 川合 来門 愛知県 田原陸上ｸﾗﾌﾞｶﾜｲ ﾗｲﾄ

39 33039 水野 誠大 愛知県ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾀ

40 33040 松下 蓮 愛知県ﾏﾂｼﾀ ﾚﾝ

41 33041 駒田 伊央 愛知県ｺﾏﾀﾞ ｲｵ

42 33042 石野 統理 愛知県 鳳来中部小学校ｲｼﾉ ﾄｳﾘ

43 33043 藤城 やまと 愛知県ﾌｼﾞｼﾛ ﾔﾏﾄ

44 33044 松下 隼 愛知県 新心館剣道教室ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ

45 33045 岡本 翔 愛知県ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ

46 33046 袴田 怜希 愛知県ﾊｶﾏﾀﾞ ｻﾄｷ

47 33047 岡崎 貴斗 愛知県ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾄ

48 33048 福井 将斗 愛知県ﾌｸｲ ﾏｻﾄ

49 33049 武田 巴瑠 愛知県ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙ

50 33050 山本 一輝 愛知県 二川南小学校ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
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51 33051 加藤 健太郎 愛知県ｶﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

52 33052 大谷 賢生 愛知県ｵｵﾀﾆ ｹﾝｾｲ

53 33053 根本 尚斉 愛知県 豊橋市立栄小ﾈﾓﾄ ﾋｻﾅﾘ

54 33054 伊藤 柚稀 愛知県ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ

55 33055 西中川 和真 愛知県 つつじヶ丘小学校ﾆｼﾔｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

56 33056 高橋 篤司 愛知県ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ

57 33057 白石 勇輝 愛知県ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ

58 33058 中野 煌介 愛知県ﾅｶﾉ ｵｳｽｹ

59 33059 白井 聡真 愛知県ｼﾗｲ ｿｳﾏ

60 33060 武田 琥太郎 愛知県 高根小学校ﾀｹﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

61 33061 山﨑 蒼介 愛知県ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｽｹ

62 33062 近藤 詠太 愛知県ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲﾀ

63 33063 中村 晃基 愛知県 豊小学校ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
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