
6年生男子上級の部
団 体 監督

春日井市 深田 博一 山本 櫂利 深田 朔玖 清水 彪梧 平井 賢志
西尾市 山内 順子 仁枝 琥多郎 野間 彩心 山内 懐生 角倉 蓮太

名古屋市 伊藤 勝之 森 すずの 伊藤 瑛都 上條 喜俐斗 柴田 飛宏
大府市 近藤 豊 池田 純一朗 大矢 琉生 小林 奏太 米村 陸

6年生男子初級の部
団 体 監督
安城市 中根 正芳 若山 聖 島岡 和暉 田口 晴 米原 拓海 和田 蓮二郎
東海市 高木 大佑 坂上 蒼 斉藤 直紀 岡田 覇 高木 蒼介 永岡 柊

春日井市Ａ 長江 帆乃香 石原 爽太郎 坂崎 主磨 江崎 謙吾 吉澤 玲 林 晟生
春日井市Ｂ 安藤 寿里 渡辺 倫太朗 篠原 宏太朗 東野 奏和 木下 敦翔 木下 朔玖

半田市 稲葉 孝志 徳田 雪路 伊藤 蒼来 森田 健志朗 竹内 杏夏
田原市 片山 越子 片山 結太 尾崎 漣 川合 元気 川合 来門

5年生男子上級の部
団 体 監督

春日井市 稲垣 宏実 稲垣 遥翔 安藤 湊翔 谷川 生馬 森 脩真
豊橋市 水口 幸洋 高橋 岳矢 水口 颯太 小野 春陽 白井 利空
岡崎市 西尾 和富 尾田 祥太 三田村 宗次 山口 奈優 田中 萌絵

名古屋市 光田 洋子 八木 湊星 須佐 斗真 市川 総一朗 安藝 大智 玉井 胤葵
大府市Ａ 世古 鮎美 世古 創麻 伊藤 優斗 伊藤 亜樫 坂野 開俐
大府市Ｂ 愛甲 真一 堀内 星那 森 敬登 和方 達 陶山 玄 飯田 柊希

4年生男子上級の部
団 体 監督
稲沢市 日比野 哲也 日比野 佑哉 山内 智陽 永井 里旺 坂野 颯太
刈谷市 青山 友美 青山 大都 中西 菜緒 松本 紗奈 青山 久都
西尾市 村井 みどり 小島 零二 天野 斗翔 稲垣 璃空 村井 晴飛

名古屋市 市村 栄治 福島 颯太 鈴木 湧陽 高井 翔 松下 遼祐
大府市 恵木 康行 高井 結叶 井野 翔磨 櫨 丈瑠 伊藤 粋珂 浅田 直志

3年生男子上級の部
団 体 監督

春日井市 田中 晃弥 深田 透蒼 清水 颯汰 三宅 創馬 太田 陽瀧
岡崎市 尾崎 渉 尾崎 郁仁 服部 恵大 松竹 湊 咽本 雄星 小川 颯太

名古屋市Ａ 高井 聖吾 高井 歩 須佐 理玖都 池田 羽 松下 幸太郎
名古屋市Ｂ 野村 若名 野村 和希 野村 悠陽 安藤 禅之介 大石 瑠希人 安藤 誠之介

6年生女子上級の部
団 体 監督

春日井市 田村 勝久 山本 樹実 熊谷 南虹 中本 花楓 勅使 陽彩
西尾市 今泉 薫 手島 あおい 松田 彩芭 嶋村 美月 今泉 茉花
豊橋市 宮本 礼子 田中 依舞 米田 悠花 宮本 紗季 浦越 栞奈
岡崎市 梅田 直行 鶴見 璃夏 尾崎 一華 山田 環奈 斎藤 寧々 松野 心波

名古屋市 松下 知子 瀧 美沙緒 加藤 杏 早井 翔花 松下 優那
大府市 吉田 努 山本 実生 小林 礼奈 井野 咲月花 奥山 結月

6年生女子初級の部
団 体 監督
安城市 都築 雅子 密山 愛莉栖 浅岡 華那 新實 彩花 大野 瑠美 田中 悠里奈
東海市 高木 大佑 浦野 華香 三橋 もも 日高 心晴 藤木 樺子

春日井市 清水 弘子 北村 心 武馬 綾花 内山 絢音 中村 実央
豊橋市 鈴木 奈々 山口 一花 鈴木 柚羽 小酒井 仁菜 吉本 真琴 松本 泉舞
田原市 山田 祐二 山田 優芽 清田 莉子 菰田 紅羽 江崎 そら 大松谷 美天
大府市 高田 美佐 中田 実沙 深谷 咲空 伊藤 紬 西川 愛姫
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5年生女子上級の部
団 体 監督

春日井市 大村 悠介 新美 和奏 本橋 歩奈 大村 蒼乃 松下 彩珈
豊橋市 深見 仁哉 河合 星空 深見 柚月 河合 奏美 大久保 杏莉

名古屋市 大澤 雅和 蔡 せん 鈴木 陽 小林 美菜 大澤 暖希
大府市 水野 芳彦 佐藤 彩乃 小林 泉水 中内 咲菜 長谷部 理帆

5年生女子初級の部
団 体 監督

春日井市 山本 学 平野 愛実 木野瀬 彩夏 臼井 望華 大島 望未
豊橋市 柴富 一孝 神藤 想夏 加藤 向日葵 森坂 菫 門脇 心寧
大府市 吉田 努 市村 歩睦 市村 文乃 高井 海景 辻井 友結

4年生女子上級の部
団 体 監督

春日井市 深田 亜里沙 山本 柚羽 井上 瑠菜 井上 瑠華 平田 花子
西尾市 鈴木 直人 松田 唯花 濵﨑 美羽 鈴木 里歩 野間 一花
豊橋市 浦越 慎也 佐々木 きい 柴富 可弥 松井 理紗 加藤 よつ葉
岡崎市 前田 浩一 後藤 凜 田中 杏奈 小川 真萌 山田 咲和 孫 莉雅

名古屋市 馬場 留美子 森 ののは 馬場 心春 熊澤 果歩 宮嶋 峯羚 宮下 海空
大府市 水野 芳彦 加山 咲 大矢 梨瑚 村居 璃心 小林 聖空

4年生女子初級の部
団 体 監督
稲沢市 浅野 直保 林 羽美 浅野 愛央衣 日比野 百李子増田 結菜
東海市 高橋 巨人 鈴木 愛羽 中村 さくら 高木 茉弥 大黒 七海

春日井市 神谷 恵 木戸 陽彩 神谷 紗羽 奥村 詩花 相良 優凪
岡崎市 田中 一雄 杜 卓軒 咽本 梨々乃 石川 加奈 坂 香里奈
田原市 鈴木 洋充 江崎 ゆあ 森下 あゆみ 吉見 しい 早川 心寧
大府市 近藤 豊 前川 咲莉 浅田 志音 森 愛実 堀内 莉愛

3年生女子上級の部
団 体 監督
岡崎市 服部 広和 須田 あさひ 森下 結友 田中 倫奈 服部 紗和

名古屋市 市川 聡 中島 さくら 市川 葵 三ツ石 心花 宮下 蒼夏
大府市 永井 与志夫 牧田 みなみ 笠原 未來 伊藤 愛果 村居 彩心

3年生女子初級の部
団 体 監督

春日井市 矢神 久美子 内山 結花 森 春陽 奥村 芽花 相原 悠希
豊橋市 坂上 朝子 田嶋 桃実 亀井 桜 仲根 美玲 高橋 実里 坂上 由依果
田原市 清田 義光 福田 怜 峰 めりあ 磯田 真凛 早川 花凛
大府市 永井 与志夫 冨田 真知花 牧田 つばめ 大矢 梨珠 小林 青葉 中田 結菜

※ 3/16訂正箇所
3/19訂正箇所
3/20訂正箇所
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