
安達友亮 愛知工業大学③ 市村優 福井工業大④ 築地京佳 中部学院大学③ 森本陸 名古屋医学部⑥

佐野遼太 中部学院大学③ 棚橋舜 中部学院大学③ 山手あかり 名古屋商科大③ 松下大河 愛知工業大学④

遊佐将大 愛知学院大③ 菅原慎吾 名古屋大② 安藤あい子 愛知大② 加藤陽輝 中部学院大学③

兼松泰良 愛知工業大学① 村瀬颯太 愛知学院大①

成田風里 愛知学院大③ 上田仁 福井工業大④ 島田早彩 愛知学院大④ 佐藤奨真 四日市大④

藤田尚人 中部学院大学③ 長谷川文弥 名古屋商科大③ 酒井里奈 愛知大③ 武田純輝 南山大②

堀将虎 名古屋大③ 加藤直崇 中京大② 兼松亜衣 中部学院大学① 竹下海人 福井工業大②

大関幹 福井工業大③ 竹野入光希 中部学院大学① 小出美雨 中京大① 藤田輝人 中部学院大学①

杉浦公紀 名城大④ 吉田廉 中部学院大学③ 小西美帆 名古屋商科大④ 山田昌央 四日市大④

久米玲太 愛知学院大④ 芦田諒太 日本福祉大学③ 山下紗永良 愛知学院大④ 信田風樹 中部学院大学③

伊奈諒哉 愛知工業大学② 光部集 愛知工業大学② 小島彩夏 中部学院大学① 豊田哲平 愛知学院大②

服部雅也 中部学院大学① 平野雄也 愛知学院大② 岡田梨沙 中京大① 山田倖太郎 愛知工業大学①

早嵜雄登 福井工業大③ 久野武大 南山大④ 久保田淑乃 愛知大③ 清水猛 名古屋商科大④

花井優希 愛知学院大③ 林大貴 愛知工業大学② 竹下アニカ 愛知学院大② 村木祐太 南山大②

村瀬豪晟 中部学院大学② 内田翔太 愛知大② 近藤莉子 中部学院大学① 清水康宏 愛知学院大②

土肥龍星 金沢学院大学① 後藤周完 愛知学院大① 酒井優菜 中京大① 坂口亮太 中部学院大学①

水田勝之 中京大④ 小木曽広明 名城大④ 若原由衣 愛知大④ 河野圭亮 愛知学院大④

岡田聖真 南山大③ 本田剛康 愛知学院大③ 松本真帆 名古屋商科大③ 浜島明宏 名古屋大③

糟谷侑真 愛知学院大② 福原大輔 中京大② 稲垣美佑 中部学院大学① 佐藤有真 名古屋工業大学②

成田風生 中部学院大学① 三浦雅義 中部学院大学① 八田眞子 福井工業大① 斉藤匠 福井工業大②

岩渕輝起 中部学院大④ 富岡宇翔 金沢学院大学④ 佐藤大介 愛知学院大④ 北野光祐 中京大④

中村成秀 中京大③ 小田保工登 中京大③ 島崎瀬那 金沢学院大学③ 若山真之 愛知工業大学③

松下有希 金沢学院大学② 伴俊希 中部学院大学② 大川宙 中部学院大学② 杁山大樹 南山大②

青木壱成 愛知学院大① 兼松晃良 愛知大① 中川崚 中京大② 木本大志 中部学院大学①

前田基彰 愛知工業大学④ 柿本諒介 福井工業大④ 小田将吾 愛知工業大学④ 平川守道 中京大④

佐藤良祐 南山大③ 門田健太郎 中部学院大学③ 今泉友佑 愛知学院大③ 鳥山楽 名古屋大②

宇佐美貴之 中京大② 稲熊隆哉 四日市大② 荒木義和 福井工業大① 田原龍 愛知学院大②

新井隆一 中部学院大学① 足立一樹 愛知工業大学① 冨田幸暉 中部学院大学① 磯村佳生 名城大②

佐野琢朗 愛知工業大学④ 花山翔太 中京大③ 熊澤駿 愛知学院大③ 的場敦 四日市大④

山田拓矢 愛知学院大④ 丸山颯太 福井工業大② 今尾陽介 中部学院大学② 奥村絋慶 名古屋商科大③

勝田眞彰 名城大③ 上原晟弘 日本福祉大学② 中山稜介 名古屋大② 清田雄大 福井工業大②

川辺笙太 中京大② 山田翔央 愛知学院大① 一江優希 愛知大① 石原千嘉史 中部学院大学①

宮﨑光信 中京大④

柳力斗 愛知学院大③

西岡晃希 愛知工業大学②

吉川巧真 愛知大① 競技委員長　佐野遼太（中部学院大学）
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