
東地光平 中京大③ 山田翔央 愛知学院大④ 稲垣美佑 中部学院大④ 加藤竜輔 愛知学院大④

荒武円晴 中部学院大③ 日比野光洋 愛知大③ 木下遥 愛知大③ 中島桐生 愛工②

長江聡太郎 愛知学院大① 後藤輝 中部学院大② 住谷唯 愛知学院大① 下田航大 中部学院大①

石垣敢大 中京大① 古橋旺慶丸 中京大②

吉田純平 名古屋商科大③ 三浦雅義 中部学院大④ 池田萌華 四日市④ 兼松晃良 愛知大④

三宅勇輝 中京大② 周防優太郎 愛知学院大③ 浅野水咲 中部学院大③ 西岡誠矢 愛知学院大③

平澤海翔 愛知学院大① 片岡幸大 金沢学院② 林伶夏 愛知大② 大塩暁斗 中部学院大②

伊藤元希 愛工① 加藤遼也 中京大② 松岡龍希 中京大①

坪井大輔 四日市④ 宇佐見涼 中京大④ 水浪志保 福祉④ 竹野入光希 中部学院大④

菱田健斗 中京大③ 坂崎怜央 愛知大③ 槇平仁美 愛知学院大③ 後藤大輝 中京大③

近藤港 中部学院大① 佐藤未来乃 福井工大① 打田妃菜 中京大① 鈴木雄貴 愛工②

阿部謙成 愛知学院大① 中野元翔 愛工① 愛知浩太朗 愛知学院大②

安東秀太 愛知学院大④ 堀田雅風 中部学院大③ 酒井優菜 中京大④ 栗谷　富有雅 名古屋大④

福元弘之 中部大④ 長岡航平 中京大③ 由元結菜 中部学院大② 松本晴希 愛知大③

畑中滉太郎 四日市② 角谷優介 愛知大② 米澤弥夏 中部学院大② 水谷拓真 愛知学院大②

久木匠登 中京大② 加藤將 福井工大① 杉戸こころ 愛知学院大① 白井瑛 中部学院大①

堀尾空生 中京大④ 櫻井雄伍 福祉④ 渡辺奈々 南山大③ 成田風生 中部学院大④

紫田陽凪 愛工② 浅賀勇人 愛知学院大③ 鈴木沙也佳　 中京大② 梅田恭生 福井工大③

荒尾智浩 聖徳② 曽山正太郎 福井工大① 田中こころ 聖徳① 大久保栄亮 名古屋大②

山田蒼士朗 中部学院大① 小玉悠悟 愛知大① 青山緑 愛知大① 田邊甲士郎 中部学院大①

大村奏斗 名古屋大④ 山崎雅史 名城大④ 熊崎梨紗 中部学院大③ 佐野碧惟 名古屋大④

宇佐美友亮 愛知大② 橋本拓真 中部学院大③ 富愛琳 四日市③ 石崎隼人 愛知学院大③

畑中慎太郎 四日市② 中島太造 福井工大② 杉浦愛梨 中京大① 加藤幸磨 名城大②

吉村勇人 中部学院大① 平井大雅 中部学院大② 山下柚葉 福祉① 永田丞 中部学院大①

小林幸平 福祉④ 建守千都 福井工大③ 鵜飼麻央 名古屋学芸大③ 阪口亮太 中部学院大④

村松陸斗 愛知学院大③ 茂木泰成 中部学院大② 川端涼香 福井工大② 東出大雅 中京大③

梅田悠真 名古屋大② 禿子温教 名城大② 浅井彩帆 中京大① 青木雄喜 福井工大②

荒川幸大 愛工① 柴崎和弥 愛知学院大① 栗原幸 中部学院大① 北島健登 名古屋大②

防村悠斗 愛工③ 深見昂史 名城大② 槇平捺美 愛知学院大③ 伊与翼 福井工大③

祖父江凌 中部大② 松居大五 金沢学院③ 森田早紀 椙山女学園大② 金川雄斗 愛知学院大③

大池星斗 愛知学院大② 中川万龍 中京大① 池戸梨緒 中部学院大① 谷口陽清 中京大①

坂口諒馬 中部学院大① 松岡翔眞 福井工大① 阿曽帆夏 福井工大① 藤本竜之進 中部学院大①

村瀬颯太 愛知学院大④ 山口徹朗 福祉④ 土肥龍星 金沢学院④

乾滉平 中京大③ 小玉友稀 愛知学院大③ 山田力也 名城大③

田中耀 南山大③ 金原慶宗 南山大④ 糟谷　仁希 愛知学院大②

近藤信 愛工② 林凜太郎 中京大② 永井雄太 福井工大①

石原千嘉史 中部学院大④ 河野涼介 福祉①

池田皓平 名古屋大② 笠原慶太 中部学院大①

京山秀人 名古屋商科大③ 大橋勇輝 名古屋大②

藤田直樹 愛知学院大② 中村祐太 愛知学院大②

競技委員長 簗田一輝 名古屋商科大学
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