
        夏休 大会            

 月  日 月 女子      

 通番 番号 選手名 所属

 籠橋 万知  麗澤瑞浪  

 松本 祐菜  麗澤瑞浪  

 増田 晴香  麗澤瑞浪  

 小澤 旺子  麗澤瑞浪  

 新藤 瑞紀  麗澤瑞浪  

 小久保 杏香  麗澤瑞浪  

 淡路 千聖  麗澤瑞浪  

 袖山 萌愛  麗澤瑞浪  

 小野 莉楽  麗澤瑞浪  

  成瀬 日向  麗澤瑞浪   

  騠木 美紀  麗澤瑞浪   

  岡野 蓮美  麗澤瑞浪   

  阿部 真心子  麗澤瑞浪   

  宇佐美 愛  多北  

  横山 世利加  多北  

  各務 稔梨  多北  

  鈴木 琴子  多北  

  澤田  実希  土岐紅陵  

  曽根  千晴  土岐紅陵  

  日古見  綾乃  土岐紅陵  

  梅本 実来  恵那農  

  大巾 莉央  恵那農  

  各務 紗代  恵那農  

  鈴木 佑菜  恵那農  

  各務 真代  恵那農  

  山田　奈々  恵那峡   

  安江 一遥  恵那峡   

          



        夏休 大会            

 月  日 月 男子     

 通番 番号 選手名 所属

 丸山 葵 纐纈 雄大  坂下 

 坂本 大空 小島 完太  帝京可児  

 小川 大樹 武野 駿斗  帝京可児  

 山田 将輝 渡邊 泰己  帝京可児  

 長谷川 裕人 鷲見 康太  中工  

 伊藤 慎也 今井 慎二  中工  

 小林 優祐 猪飼 智生  中工  

 松井 洸 林 荘汰  中工  

 長谷川 巧 浅野 陸  恵那農  

  髙橋 幸瑶 篠原 陸  恵那農  

  佐橋 琉斗 畑 光亮  多治見  

  安藤 光汰 堀江 仁哉  多治見  

  坂﨑 大氣 佐藤 智哉  多治見  

  松田 大輝 水野 巧巳  多治見  

  田牧 匠平 影山 大貴  多治見  

  後藤 優斗 岡田 真輝  多治見  

  杉山 樹 藤田 大和  多治見  

  纐纈 大幾 加藤 雄大  恵那  

  永渕 真比呂 今井 佑  恵那  

  米住 知晋 加納 涼雅  恵那  

  加藤 優紀 宮川 優樹  恵那  

  渡邊  翔斗 神谷  慎太郎  土岐紅陵  

  水野  竜馬 安藤  結人  土岐紅陵  

  松井  隆起 山本  颯斗  土岐紅陵  

  小嶋  大翔 安藤  彰也  土岐紅陵  

  宮地  敦也 安田  翔馬  土岐紅陵  

  堀  圭吾 加藤  大智  土岐紅陵  

          



        夏休 大会            

 月  日 火 男子      

 通番 番号 選手名 所属

 武田  淳希  名経高蔵 

 丸山 葵  坂下  

 纐纈 雄大  坂下  

 坂本 大空  帝京可児  

 澤 一輝  帝京可児  

 山田 将輝  帝京可児  

 遠山 開斗  帝京可児  

 小川 大樹  帝京可児  

 虎澤 一真  帝京可児  

  渡邊 泰己  帝京可児  

  武野 駿斗  帝京可児  

  横山 湧  帝京可児  

  宮本 純汰  中工  

  渡辺 翔也  中工  

  長谷川 裕人  中工  

  鷲見 康太  中工  

  伊藤 慎也  中工  

  小林 優祐  中工  

  猪飼 智生  中工  

  松井 洸  中工  

  林 荘汰  中工  

  今井 慎二  中工   

  松永 悠樹  恵那農  

  森井 佑弥  恵那農  

  長谷川 巧  恵那農  

  浅野 陸  恵那農  

  安藤 真  恵那農  

  林 智輝  恵那農  

  林 大翔  恵那農  

  二村 悠斗  恵那農  

  山城 海渡  恵那農  

  横江 巽  恵那農   

  尾関 友良  恵那農   

  田口 誠也  恵那農   

  池戸 統哉  恵那農   

  西村 政晃  恵那農   

  加藤 葵  恵那農   

  髙橋 幸瑶  恵那農   

  二村 翔大  恵那農   

  中川 裕也  恵那農   

  篠原 陸  恵那農   

  坂﨑 大氣  多治見  

  佐橋 琉斗  多治見  

  水野 巧巳  多治見  
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  畑 光亮  多治見  

  安藤 光汰  多治見  

  堀江 仁哉  多治見  

  松田 大輝  多治見  

  田牧 匠平  多治見  

  佐藤 智哉  多治見  

  影山 大貴  多治見   

  今井 佑  恵那  

  加藤 雄大  恵那  

  永渕 真比呂  恵那  

  米住 知晋  恵那  

  加納 涼雅  恵那  

  加藤 優紀  恵那  

  伊藤 悠真  恵那  

  宮川 優樹  恵那  

  成瀬 優太  恵那  

  中垣 聡人  恵那   

  小嶋 怜理  多北  

  大野 永遠  多北  

  林  耕太朗  多北  

  上野 翔太郎  多北  

  大嶋 佑弥  多北  

  春田 峻之介  多北  

  中平 大翔  多北  

  渡辺 義博  多北  

  加藤 千嵯  多北  

  三宅 秀吾朗  多北   

  石川 徹  中津  

  吉村 柾人  中津  

  髙木 勝夢  中津  

  伊藤 月架  中津  

  原 颯斗  中津  

  後藤 秦太郎  中津  

  西尾 陸杜  中津  

  小池 陸斗  中津  

  小倉 功大  中津  

  本坊 優太  中津   

  佐藤 涼一  中津   

  渡邊  翔斗  土岐紅陵  

  神谷  慎太郎  土岐紅陵  

  水野  竜馬  土岐紅陵  

  安藤  結人  土岐紅陵  

  小嶋  大翔  土岐紅陵  

  安藤  彰也  土岐紅陵  

  宮地  敦也  土岐紅陵  

  安田  翔馬  土岐紅陵  
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  堀  圭吾  土岐紅陵  

  加藤  大智  土岐紅陵   

  松井  隆起  土岐紅陵   

  山本  颯斗  土岐紅陵   

  小久保 大和  緑  

  佐藤 誠泰  緑  

  野呂 七海  緑  

  大橋 凛太郎  緑  

  木田 隆一朗  緑  
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 月  日 火 女子     

 通番 番号 選手名 所属

 各務 稔梨 益川 瑞生  多北 

 澤田  実希 曽根  千晴  土岐紅陵 

 鈴木 智晴 五島 菜津美  緑  

 土生 千尋 喜田 友里香  緑  

 大津 美奈 久野 葉月  緑  

 長谷川 彩葉 菱田 帆乃香  緑  

 森下 侑紀 有吉 万里菜  緑  

 梅本 実来 大巾 莉央  恵那農 

 小林奈 未 口田 栞  恵那農 

  鈴木 愛梨 山田 奈  恵那峡   

  糸魚川 茉心 伊澤 亜希  恵那峡   

          


