
男子単 男子複 女子複　続き
名前 所属 名前 所属 名前 所属

窪田 侑生 豊田自動織機 窪田 侑生 豊田自動織機 遠藤　歩美 SnowDrop
松村 純哉 豊田自動織機 松村 純哉 豊田自動織機 栁瀬　麻里 SnowDrop
伏屋 伸昭 豊田自動織機 伏屋 伸昭 豊田自動織機 西尾　千空 豊田通商
福本 尚太 豊田自動織機 福本 尚太 豊田自動織機 石井　梨紗 豊田通商
森田　慎司 大同特殊鋼 本田　尚人 大同特殊鋼 鈴木　いよ乃 豊田通商
大関　修平 大同特殊鋼 大関　修平 大同特殊鋼 辻田　真希 豊田通商
曽根　雄太 大同特殊鋼 成富　勇太 大同特殊鋼 梶田　知沙 豊田通商
成富　勇太 大同特殊鋼 酒井　健登 大同特殊鋼 村田　瑞希 豊田通商
近藤　拓未 大同特殊鋼 森田　慎司 大同特殊鋼 青木　美有記 豊田通商
川野　稜太 大同特殊鋼 曽根　雄太 大同特殊鋼 蘭　沙也可 豊田通商
神谷一志 BS MORITA 近藤　拓未 大同特殊鋼 吉田　菜那 豊田通商

藤原　圭祐 ジェイテクト 川野　稜太 大同特殊鋼 石井　奈都 はりーあっぷ
田中　佑貴 ジェイテクト 〇 市川　和洋 ジェイテクト 岸本　ひなた RISE BC
野田　悠斗 ジェイテクト 〇 馬屋原　大樹 ジェイテクト 伊藤　舞衣 SMAGAN
松本　康平 ジェイテクト 〇 小林　晃 ジェイテクト 峰　郁美 はりーあっぷ
西野　勝志 東海興業 〇 宮嶋　航太郎 ジェイテクト 三橋 久瑠美 （鳥取県）
松本　アキラ 東海興業 松村　健太 ジェイテクト 関矢　夕芽 トヨタ自動車
城川　真輝 東海興業 〇 権藤　公平 ジェイテクト 中島　萌絵 トヨタ自動車
北里　元輝 豊田通商 北林　悠 ジェイテクト 渡瀬　千尋 トヨタ自動車
清水　智彦 豊田通商 野田　悠斗 ジェイテクト 犬飼　萌々香 トヨタ自動車
川原　聡麿 豊田通商 〇 森田　浩平 東海興業
戸内　佑亮 豊田通商 大滝　聖矢 東海興業 混合複
峰　将大 豊田通商 〇 間瀬　亮介 東海興業 名前 所属

中口　竜郎 はりーあっぷ 真川　嵩平 東海興業 山内　颯王 紫電会
福田　卓郎 日本製鉄 松本　アキラ 東海興業 渡辺　梨沙 SAMGAN
稲光　勇太 日本製鉄 西野　勝志 東海興業 〇 権藤　公平 ジェイテクト
成田　大誠 トヨタ自動車 北里　元輝 豊田通商 重田　美空 （山口県）

海老澤　年幾 トヨタ自動車 吉村　徳仁 豊田通商 〇 宮嶋　航太郎 ジェイテクト
谷口　諒真 トヨタ自動車 峰　将大 豊田通商 今井　優歩 （山口県）
寺井　彪真 トヨタ自動車 川原　聡麿 豊田通商 〇 市川　和洋 ジェイテクト
若林　由亮 トヨタ自動車 清水　智彦 豊田通商 加藤　美幸 （山口県）

宮城　恒太郎 トヨタ自動車 戸内　佑亮 豊田通商 〇 馬屋原　大樹 ジェイテクト
原井　大虎 トヨタ自動車 髙橋　佑典 豊田通商 小野　菜保 （熊本県）
河邊　颯真 トヨタ自動車 大谷　唯斗 豊田通商 松村　健太 ジェイテクト

福田　卓郎 日本製鉄 齋藤　夏 （山口県）
稲光　勇太 日本製鉄 〇 間瀬　亮介 東海興業

女子単 篠原　大樹 日本製鉄 井上　洸 東海興業
名前 所属 山内　颯王 紫電会 大滝 聖矢 東海興業

海老澤　花 東海興業 可児　駿弥 トヨタ自動車 志波　寿奈 （広島県）
中山　うらら 東海興業 鈴木　康宏 トヨタ自動車 酒井　健登 大同特殊鋼
岩野　真睦 東海興業 小坂　優也 トヨタ自動車 杉山 利奈 東海興業
関矢　芽紅 東海興業 河邊　颯真 トヨタ自動車 〇 森田 浩平 東海興業
蘭　沙也可 豊田通商 海老澤　年幾 トヨタ自動車 山藤　千彩 （広島県）
吉田　菜那 豊田通商 谷口　諒真 トヨタ自動車 西　豊 （東京都）
石井　梨紗 豊田通商 宮城　恒太郎 トヨタ自動車 肥田木 あかり 東海興業

鈴木　いよ乃 豊田通商 原井　大虎 トヨタ自動車 北林　悠 ジェイテクト
辻田　真希 豊田通商 園田　絵里奈 東海興業
村田　瑞希 豊田通商 女子複 髙橋　佑典 豊田通商
峰　郁美 はりーあっぷ 名前 所属 小池　紗葉 豊田通商

犬飼　萌々香 トヨタ自動車 渡辺　梨沙 SAMGAN 吉村　徳仁 豊田通商
木山　凜琉 トヨタ自動車 中井川　夏美 （東京都） 梶田　知沙 豊田通商

井上　洸 東海興業 大谷　唯斗 豊田通商
肥田木　あかり 東海興業 青木　美有記 豊田通商

杉山　利奈 東海興業 工藤　有智 （神奈川県）
園田　絵里奈 東海興業 岸本　ひなた RISE BC
中山　うらら 東海興業 西村　有貴 （神奈川県）
岩野　真睦 東海興業 伊藤　舞衣 SAMGAN
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※各種目申込受付順

※○印は県内の推薦選手
　　前回8以内or日本ランキング16位以内


