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決　勝

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名/所属 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｺｳﾁｭｳ 石橋　侑己(1) 岩本　博明(1) 久野　竣生(2) 小林　優(2) 佐藤　大樹(1)

1 田光 清水　良太(2) 寶　崇吾(2) 野田　地洋(1) 森岡　陽大(2)
田光

ｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ 鈴木　晴也(2) 奈良　涼太郎(2) 大内　悠世(1) 小川　将右(1) 陸　開登(1)
2 円上 竹ノ内　雄按(1) 谷口　広弥(1) 中野　敦介(1)

円上
ﾁｸｻﾁｭｳ 山口　駿翔(2) 吉田　響(2) 岩瀬　翔愛(3) 鵜飼　真(3) 鬼頭　侑万(3)

3 千種 竹島　蒼空(3) 濱畑　奨英(3) 山口　和真(2) 中西　智輝(1)
千種

ﾓﾘﾔﾏﾁｭｳ 加藤　史也(2) 鈴木　湊音(2) 長谷川　大翔(2) 平野　桂吾(2) 江藤　文哉(2)
4 守山 高島　健輔(2) 古田　大樹(1) 亀井　涼雅(1) 谷口　暖真(1)

守山
ｵｵｿﾞﾈﾁｭｳ 土屋　理久斗(3) 森　一翔(3) 荒井　将翔(2) 飯田　涼登(2) 小川　大輝(2)

5 大曽根 小林　魁心(2) 三浦　大河(2) 吉野　琉生(2) 平野　竜之介(3)
大曽根

ﾌｼﾞﾓﾘﾁｭｳ 柴田　健佑(3) 伊東　蓮太(3) 安井　祐翔(3) 北尾　拓空(3) 竹内　徹平(3)
6 藤森 坂口　琥太郎(3) 加藤　真智(2) 林　奏心(1) 伊豫田　郁琉(1)

藤森
ﾅﾙﾐﾁｭｳ 冨田　佳史(3) 増井　悠斗(3) 小玉　一成(2) 谷口　晴張(2) 野本　悠真(2)

7 鳴海 増井　琉月(2) 西山　竜芽(2) 加藤　丈琉(2)
鳴海

ｶﾏｸﾗﾀﾞｲﾁｭｳ 佐野　颯(3) 飯田　虎大(3) 前田　悠成(3) 本間　優輔(3) 古田　叶翔(2)
8 鎌倉台 土井　快浬(2) 岡　琉翔(2) 服部　恭介(1) 成瀬　遥比(1)

鎌倉台
ﾊｷﾞﾔﾏﾁｭｳ 植原　淳太(3) 鵜飼　和(3) 伊藤　元希(2) 猪澤　響(2) 西村　航輝(2)

9 萩山 西村　晴貴(2) 橋本　歩大(2) 野口　優介(1) 伊東　新太郎(1)
萩山

ｶﾐﾉｸﾗﾁｭｳ 中田　遙斗(3) 安部　翔(2) 井戸田　樹(2) 近藤　大介(2) 永田　明生(2)
10 神の倉 森　琉維(2) 山田　侑正(2) 山本　陸(2) 分部　大稔(2)

神の倉
ﾏｴﾂﾞﾁｭｳ 池松　陸(2) 伊藤　響(2) 今井　登夢(2) エルミターヘル　アダム(2)杉村　想良(3)

11 前津 銘苅　太翔(3) 今井　悠太(1) 柴田　苑志(1) 鈴木　瑛翔(1)
前津

ｼｵｼﾞﾁｭｳ 熊澤　一輝(2) 内木　大賀(2) 野垣内　櫂(2) 堀　友大郎(2) 岡本　拳(1)
12 汐路 坂口　岳大(1) 野呂　和寛(1) 野崎　希星輝(1) 吉田　彩人(1)

汐路
ﾏｷﾉｲｹﾁｭｳ 山下　陸(3) 大島　充生(2) 加藤　滉人(2) 瀧　純晴(2) 前田　響(2)

13 牧の池 池戸　海斗(1) 髙山　泰聖(1) 中根　千尋(1) 鈴木　万幌(3)
牧の池

ｵｵﾀﾞｶﾁｭｳ 髙岡　柾(3) 髙橋　しゅう(3) 糸井　悠真(2) 片桐　蒼大(2) 木下　紫月(2)
15 大高 松葉　吉哉(2) 伊藤　真之(1) 岡本　源(1) 村瀬　司真(1)

大高
ｺｳﾅﾝﾁｭｳ 知見　虎太朗(3) 猪原　駿(2) 髙橋　好誠(2) 高羽　信之介(2) 河合　真聖(2)

16 港南 下郷　悠策(1) 市川　遼(1) 鬼頭　祐輔(1) 土下　哲史(1)
港南

ﾌｼﾞﾁｭｳ 近藤　礼(3) 伊藤　元希(3) 伊藤　蒼生(3) 大川　幸志郎(3) 宮崎　至功(3)
17 冨士 岡　寿太朗(2) 田島　慶明(1) 丹羽　晴晃(1) 井上　絢心(1)

冨士
ｻｸﾗﾀﾞﾁｭｳ 安藤　太一(2) 前田　爽陽(2) 森　光輝(2) 小辻　飛駕(1) 古森　大虎(1)

18 桜田 谷口　楓哉(1) 堀　天人(1) 渡壁　虹太(1) 鈴木　湊太(1)
桜田

ﾎｸﾘｮｳﾁｭｳ 上地　一琉(3) 亀田　拓斗(3) 柴田　侑季(2) 高田　瑞生(1) 遠山　響輝(3)
19 北陵 長浜　友輝(2) 名越　哲生(2) 増山　奏太(3) 松久　裕貴(2)

北陵
ｷｯｺﾁｭｳ 中野　龍之丞(3) 山田　隆馬(3) 本庄　新(3) 森川　璃空(2) 佐藤　大悟(2)

20 吉根 大豆生田　竜世(1) 河野　稜(1)
吉根

ナンザンチュウダンシ 大川　夏瑞(3) 横山　理世(3) 竹村　潤(2) 松田　悠希(2) 大鹿　眞聡(1)
21 南山(男子) 逸見　匠(1) 松井　友己(1)

南山男子
ｶﾐｵｶﾁｭｳ 綿貫　壮真(2) 玉村　海人(2) 塚本　颯真(2) 峯　陽太(2) 小山　歩純(2)

22 神丘 横井　生真(2) 黒柳　太志(1)
神丘

ﾓﾘﾔﾏﾋｶﾞｼﾁｭｳ 小関　寿也(3) 山崎　智哉(3) 永津　圭梧(3) 祖父江　一輝(2) 田口　流揮(2)
23 守山東 石丸　瑞穂(2) 古川　俊太郎(2) 田中　康陽(2) 荒井　啓(1)

守山東
ﾄｳｶｲﾁｭｳ 丹羽　崇之(3) 佐藤　一真(3) 鈴木　皓貴(3) 大宮　泰地(2) 甲田　真一(2)

24 東海 澤田　和樹(2) 西澤　樹(2) 野崎　智立(1) 古市　友矩(1)
東海

ﾜｶﾐｽﾞﾁｭｳ 加藤　隆豊(2) 安田　実央(2) 世森　佳弥(2) チト　ジョルダーノ優人(1)栗本　拓実(1)
25 若水 山田　勇翔(1) 藤尾　陽奈汰(2) 横井　太祐(1)

若水
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決　勝

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名/所属 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾘﾏﾂﾁｭｳ 大村　隆陽(2) 黒田　達生(2) 島村　遙(2) 水谷　知樹(2) 山下　龍輝(2)

26 有松 和田　夕輝(2) 榊原　直輝(1) 松村　浬(1) 山本　拓未(1)
有松

ﾔﾀﾞﾁｭｳ 酒井　快斗(3) 古川　丈(2) 玉腰　一馬(2) 時岡　瑞(1) 足立　冬獅郎(1)
27 矢田 佐伯　宙(1) 石川　青波(1) 林　玲緒奈(3)

矢田
ﾅｺﾞﾔﾁｭｳ 浅野　晟那(2) 飯島　崇斗(3) 伊賀　啓友(3) 中川　開翔(2) 藤原　大志郎(2)

28 名古屋 三宅　啓太(2) 田口　晃成(1) 山田　浩太郎(1) 宮内　郁聡(1)
名古屋

シンポチュウ 藤井　大和(2) 山田　陸央(2) 庄司　優輝(2) 山路　航平(2) 岡島　瑛汰(2)
29 振甫 加藤　碧(2) 渡邊　隆悟(2) 高橋　奏一(1) 高原　諒介(1)

振甫
ﾓﾘﾔﾏﾆｼﾁｭｳ 松田　優心(1) 鈴木　蒼大(1) 井島　城(2) 上野　ケイジ(2) 加藤　快一(2)

30 守山西 小出　蒼空(2) 水野　舵(2) 桃井　快斗(2) 松根　壮哉(2)
守山西

ｲﾀｶﾁｭｳ 黒野　隆敏(3) 青山　耀祐(2) 川合　一真(2) 川下　大翔(2) 笹野　光汰(2)
31 猪高 渡邊　兼亘(2) 白石　湊大(1) 高瀬　翼(1) 吉武　征丸(1)

猪高
ｵｳｷﾞﾀﾞｲﾁｭｳ 山内　瑛斗(1) 大黒　翔夢(2) 小貫　郁人(2) 加藤　心輝(2) 武山　来彪(2)

32 扇台 中村　将梧(2) 藤岡　煌大(2) 三谷　准右(2) 村上　宗太郎(2)
扇台

ﾎｳｼﾞﾝﾁｭｳ 景山　智貴(3) 齊藤　喜麻(3) 佐々木　大地(3) 早川　昊希(3) 平田　眞也(3)
33 宝神 藤方　啓斗(3) 米村　祐介(3) 川瀬　稜大(1) 蜂須賀　巧真(1)

宝神
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決　勝

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名/所属 順位 記録 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｵｰﾀﾞｰ氏名 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾕｷﾔﾏﾁｭｳ 萩原　紗良(2) 喜々津　咲奈(2) 三輪　七夢(2) 奥村　仁美(2) 西堀　珠萌(2)

101 御幸山 瀧日　咲百(1)
御幸山

ﾌｼﾞﾓﾘﾁｭｳ 松浦　千夏(2) 中村　涼乃(2) 鬼頭　七海(2) 安井　麻央(1) 浅尾　ゆき(1)
102 藤森 小澤　心野(1) 磯谷　弥希(1) 平野　芹(1)

藤森
ｵｳｷﾞﾀﾞｲﾁｭｳ 満澤　麦(1) 浦崎　美月(1) 小島　花菜(1) 松尾　風花(1) 石川　美帆華(2)

103 扇台 大蔵　希実(2) 東田　彩(2) 原田　美羽(3)
扇台

ﾊｷﾞﾔﾏﾁｭｳ 戸田　百華(3) 藤森　和香(3) 後藤　佑里亜(2) 松﨑　心愛(2) 井上　栞里(1)
104 萩山 山崎　芽生(1) 青山　杏鈴(1) 澤田　日菜子(1)

萩山
ﾁｸｻﾁｭｳ 上野　詩(2) 兼松　桃世(2) 中嶋　心南(2) 早瀨　美星(2) 舟橋　沙笑(2)

105 千種 宮口　葵(2) 澤村　歩華(2) 成田　梨杏(2)
千種

ナルコダイチュウ 鯉江　里穂(2) 神山　綾花(2) 田垣　春(2) 藤原　小夏(2) 後藤　彩名(1)
106 鳴子台 坂口　栞(1) 成瀬　絵菜(1) 古田　雅季(1)

鳴子台
ナンザンチュウジョ 志賀　茜(2) 田中　みき(2) 林　華乃子(2) 村瀬　愛(2) 花井　咲月(1)

107 南山女 村田　歩美(2) 杉原　朱音(2) 小島　佑奈(2)
南山女子

ｶﾐﾉｸﾗﾁｭｳ 牛島　佳穂(3) 山邊　結花(3) 青松　さくら(2) 栃井　那奈子(2) 山田　瑠子(2)
108 神の倉 専光　ひより(1) 早川　椛(1) 美濃島　彩希(1)

神の倉
ﾌｼﾞﾁｭｳ 小林　日菜子(3) 岡留　藍(3) 竹内　美桜(2) 阿部　真奈穂(2) 種田　七海(2)

109 冨士 櫻井　希(1) 佐分　七菜(2) 草野　絢子(2)
冨士

ﾓﾘﾔﾏﾁｭｳ 宮崎　紗和(3) 岩村　娃美(2) 伊藤　静花(2) 岡本　凜音(2) 笹田　仁琴(2)
111 守山 平岩　夕季(1) 加藤　由依(1) 愛須　美月(1)

守山
ｱﾘﾏﾂﾁｭｳ 岩月　里笑(2) 小笠　朝香(2) 山下　さくら(2) 梶野　心春(1) 梶野　真弥(1)

112 有松 成田　結海(1) 成瀬　奏鈴(1) 平山　日葵(1)
有松

ﾏｷﾉｲｹﾁｭｳ 小野木　沙良(3) 浅井　有紗(2) 笠井　亜澄(2) 生森　樹莉(1) 伊藤　穂香(1)
113 牧の池 片岡　芽依(1) 池田　夏奈(1) 小林　礼奈(1)

牧の池
ﾎｸﾘｮｳﾁｭｳ 久野　愛夏(2) 小池　光(1) 小柳　彩月(2) 中室　綴(1) 林　茉奈(2)

114 北陵 林　里奈(2) 堀田　佳歩(1) 吉田　夏菜(1)
北陵

ﾓﾘﾔﾏﾆｼﾁｭｳ 原　未羚依(1) 北濱　沙紀(1) 山岡　心結(1) 西　悠花(1) 喜多　渚月(1)
115 守山西 岡谷　花音(2) 北野　柚杏(2) 松田　怜奈(2)

守山西
シンポチュウ 石田　寧々(2) 加藤　優来(2) 木股　心結(2) 粉川　シャルワ華(2) 早川　京華(2)

116 振甫 朱　翌萱(1) 土屋　歩奈(1) 田和　朋南(1)
振甫

ｲﾀｶﾁｭｳ 青砥　璃奈(2) 犬飼　心彩(2) 佐之井　夏楓(2) 永坂　菜々子(2) 三井　慧子(2)
117 猪高 米本　理葉(2) 井上　舞祐(1) 塚原　琉華(1)

猪高
ｼｵｼﾞﾁｭｳ 中條　心真智(2) 濱田　菜緒(2) 藤本　燈子(2) 浅井　優梨花(1) 小島　万璃奈(1)

118 汐路 小西　凛(1) 湯浅　未悠(1)
汐路

ｷｯｺﾁｭｳ 山下　苺花(2) 山内　寧々(2) 吉村　緋依(2) 冨谷　智瑛里(1) 杉原　遥夏(1)
119 吉根

吉根
ﾊﾄﾘﾁｭｳ 池田　莉玖(2) 江畑　日和(2) 櫻井　愛月(2) 立松　咲乃(2) 藤本　千里(2)

120 はとり 坂井　結奈(1) 中川　姫沙(1) 福本　彩羽(1)
はとり

ﾜｶﾐｽﾞﾁｭｳ 岡﨑　凜(2) 大澤　晴乃(1) 清水　柚希(1) 成田　文香(1) 福島　百花(2)
121 若水 百富　莉央(1) 小山　心愛(1) 谷川　季美香(1)

若水
ﾅﾙﾐﾁｭｳ 小田　穂乃姫(2) 田中　碧紗(2) 林　さら(2) 志村　綾音(1) 槇田　早希(1)

122 鳴海 牧野　花名(1) 松下　苺夏(1)
鳴海

ｻｸﾗﾀﾞﾁｭｳ 天野　結(2) 小池　美桜季(2) 知花　利咲(2) 森　文乃(2) 林　夢乃(1)
123 桜田 小島　陽乃(1) 増田　果央(1) 増田　柚月(1)

桜田
ﾓﾘﾔﾏﾋｶﾞｼﾁｭｳ 坂野　紗希(2) 堀田　知佐(2) 佐藤　由菜(2) 山本　明澄(1) 岩田　眠子(1)

124 守山東 入山　絢名(1) 小野塚　咲愛(1) 木村　心音(1)
守山東

ｽｷﾞﾔﾏｼﾞｮｶﾞｸｴﾝ 塚本　明依(1) 杉山　なごみ(3) 三輪　愛夏(3) 新家　李袴(2) 駿河　心優(1)
125 椙山女学園 森　杏菜(1)

椙山女学園
ｵｵﾀﾞｶﾁｭｳ 相馬　優衣(3) 杉田　アマラ(3) 浜田　結姫(2) 加藤　菜月(2) 松本　莉央(2)

126 大高 大瀧　琴巴(1) 可児　虹晴(1) 西岡　綸音(1)
大高

ｶﾏｸﾗﾀﾞｲﾁｭｳ 早野　菜々美(3) 岸　葵(3) 石川　ひな(3) ゾンボリ　彩奈(2) 田中　咲良(2)
127 鎌倉台 渡部　智花(2) 松井　茉奈美(1) 浅井　優杏(1)

鎌倉台


