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明田 優人 アキタ　ユウト 平戸橋 9月12日 神谷 哲平 カミヤ　テッペイ 明和 9月12日 鷹尾 響起 タカオ　ヒビキ 五ヶ丘 9月12日 深谷 明日舞 フカヤ アスマ 坂本千旦林 9月12日

秋山 飛曳 アキヤマ　ヒエイ 豊田西 9月12日 神谷 晴喜 カミヤ　ハルキ 土橋 9月5日 高橋 玄真 タカハシ　ハルマ 梅坪 9月12日 深谷 陽暖 フカヤ　ヒナタ 西尾 9月5日

秋山 玲也 アキヤマ　レイヤ 豊田西 9月5日 神谷 光 カミヤ　ヒカル 平戸橋 9月12日 武市 悠慎 タケイチ　ユウマ 鳴海平子 9月12日 福田 雅也 フクダ マサヤ 矢作中央 9月5日

浅野 應介 アサノ　オウスケ 康生 9月5日 神谷 由毅 カミヤ　ヨシキ 豊田南 9月5日 武田 侑真 タケダ　ユウマ 諸輪東 9月12日 福冨 湊大 フクトミ　ソウタ 崇化館 9月5日

安孫子 勝朗 アビコ　カツロウ 春日井南 9月5日 鴨下 璃人 カモシタ　リヒト 荻谷 9月12日 田代 愛翔 タシロ　アイト 岩村 9月12日 藤澤 祥吾 フジサワ　ショウゴ 東山 9月5日

阿部 拓斗 アベ　ヒロト 安城志貴 9月5日 河合 晟那 カワイ　セナ 梅坪 9月5日 舘 椋介 タチ　リョウスケ 藤岡 9月5日 藤田 亮太 フジタ　リョウタ 名東貴船 9月5日

荒木 翔太 アラキ　ショウタ 豊田八幡 9月12日 川井 大 カワイ　ダイ 美山 9月12日 立松 湊己 タテマツ ミナキ 丸山 9月12日 古川 滉瑛 フルカワ コウエイ 坂本千旦林 9月12日

荒木 響 アラキ　ヒビキ 一ツ木 9月5日 川口 琉空 カワグチ リク 菱野 9月5日 田中 海成 タナカ  カイセイ 美合 9月5日 細川 虎大郎 ホソカワ　コタロウ 伊賀 9月12日

有村 至恩 アリムラ　シオン 四郷天道 9月12日 川越 太翔 カワゴエ　ヒロト 岩倉 9月5日 田中 英資 タナカ　エイシ 萩原南 9月5日 堀 悠都 ホリ　ユウト 平戸橋 9月12日

安藤 伸太朗 アンドウ　シンタロウ 上矢作 9月12日 菊森 大地 キクモリ　ダイチ 小豆坂 9月5日 田中 透太 タナカ　トウタ 五ヶ丘 9月5日 堀川 時生 ホリカワ　トキオ 阿木中央 9月5日

池下 瑠依 イケシタ　ルイ 矢作西 9月5日 北 遼太朗 キタ　リョウタロウ 岡崎北野 9月5日 田原 瑞希 タハラ　ミズキ 東刈谷 9月12日 牧 志道 マキ　シドウ 小坂 9月12日

石川 煌峨 イシカワ　コウガ 中畑 9月12日 城殿 佑希 キドノ　ユウキ 松平 9月12日 田吹 蓮 タブキ　レン 岡崎福岡 9月12日 町田 廉 マチダ　レン 新潟塩沢 9月5日

石川 煌士 イシカワ　コウシ 山中 9月5日 木本 壮真 キモト ソウマ 安城里町 9月5日 田村 響 タムラ　ヒビキ 豊田錦 9月12日 松井 颯 マツイ　ハヤテ 康生 9月5日

井田 翔五 イダ　ショウゴ 水源 9月12日 グエン  トゥアン フン グエン　トゥアン　フン 西尾 9月12日 土屋 柾人 ツチヤ　マサト 上野 9月5日 松田 将大 マツダ　ショウタ 若林 9月5日

市川 陽路 イチカワ　ヒロ 西尾 9月12日 久保 光輔 クボ　コウスケ 豊田錦 9月5日 都築 信賢 ツヅキ　ノブタカ 伊賀 9月5日 松久 隼士 マツヒサ　ハヤト 若林 9月12日

伊藤 蒼 イトウ　ソウ 岩津 9月12日 熊﨑 永禮 クマザキ ナガラ 萩原南 9月12日 角岡 蒼真 ツノオカ　ソウマ 元刈谷 9月5日 松淵 大誠 マツブチ　タイセイ 坂本南 9月12日

井戸澤 奏和 イトザワ ソナ 坂本千旦林 9月12日 隈部 佑士 クマベ　ユウシ 西尾 9月12日 角岡 諒哉 ツノオカ　リョウヤ 元刈谷 9月12日 松本 安路 マツモト　アンジ 中山 9月5日

犬塚 淳貴 イヌヅカ　ジュンキ 岡崎北野 9月12日 蔵前 勇哉 クラマエ　ユウヤ 知立竜北 9月5日 鶴田 悠斗 ツルタ　ハルト 永覚新町 9月12日 松本 新 マツモト　シン 丸山 9月5日

井上 楽人 イノウエ　ガクト 康生 9月5日 黒田 塁 クロダ　ルイ 米津 9月12日 寺西 陸 テラニシ　リク 藤川 9月12日 間宮 太陽 マミヤ　タイヨウ 松平 9月12日

今井 崇人 イマイ　タカヒト 保見南 9月5日 黒野 椋介 クロノ　リョウスケ 寺津 9月12日 通山 立都 トオリヤマ　リツ 石野 9月5日 丸目 健心 マルメ　ケンシン 寺津 9月5日

岩木 秋 イワキ　アキ 藤岡 9月12日 小池 淳平 コイケ　ジュンペイ 萩原南 9月12日 戸田 篤志 トダ　アツシ 豊田西 9月5日 丸山 晴輝 マルヤマ　ハルキ 康生 9月12日

岩城 君春 イワキ　キミハル 上地 9月12日 河本 蓮 コウモト　レン 保見南 9月5日 富永 満月 トミナガ　ミツキ 竜神 9月5日 水谷 昊代 ミズタニ　コウダイ 若林 9月12日

岩永 拓真 イワナガ　タクマ 中山 9月12日 小木曽 優希 コギソ　ユウキ 中津川 9月12日 内藤 悠一 ナイトウ　ユウイチ 若林 9月12日 水野 碧大 ミズノ　アオト 保見南 9月5日

植田 光陽 ウエダ　コウヨウ 豊田南 9月12日 甑󠄀澤 陸人 コシキザワ　リクト 八ッ面 9月5日 中尾 大地 ナカオ　ダイチ 豊田西山 9月5日 水野 将成 ミズノ　ショウセイ 恵那 9月12日

上村 唯斗 ウエムラ　ユイト 一ツ木 9月5日 五反田 悠聖 ゴタンダ　ユウセイ 安城志貴 9月12日 長尾 匠真 ナガオ　タクマ 恵那 9月12日 三井 アレック ミツイ　アレック 三好丘 9月12日

鵜飼 厚希 ウカイ　コウキ 鳴海平子 9月12日 小塚 幌樹 コヅカ　コウキ 梅坪 9月5日 中島 陽太 ナカシマ　ヨウタ 岩倉 9月5日 三井 結斗 ミツイ　ユイト 岡崎大和 9月5日

牛丸 優斗 ウシマル ユウト 坂本千旦林 9月5日 後藤 大地 ゴトウ　ダイチ 若園 9月12日 中嶋 渉 ナカジマ　ワタル 上地 9月12日 三宅 莊大 ミヤケ　ソウタ 平戸橋 9月5日

宇都宮 啓輔 ウツノミヤ　ケイスケ 保見南 9月5日 小林 創 コバヤシ　ソウ 高橋 9月12日 永田 雅人 ナガタ　マサト 猿投北 9月12日 宮原 聖矢 ミヤハラ　セイヤ 元刈谷 9月5日

江口 新汰 エグチ　アラタ 美山 9月12日 小日山 蒼太 コヒヤマ　ソウタ 上野 9月5日 中西 琉維 ナカニシ　ルイ 岡崎大和 9月5日 三輪 大河 ミワ  タイガ 上地 9月12日

麻植 一真 オエ　カズマ 尾張旭 9月12日 小松 瑛大 コマツ　エイタ 豊明新栄 9月12日 中村 真人 ナカムラ　マサト 中畑 9月12日 三輪 優心 ミワ　ユウシン 若林 9月12日

大石 悠空 オオイシ ユウタ 土橋 9月5日 小山 翔大 コヤマ　ショウダイ 保見南 9月12日 中村 陽太 ナカムラ　ヨウタ 北関戸 9月5日 三輪 嶺馬 ミワ　リョウマ 上地 9月12日

大藏 諒峨 オオクラ　リョウガ 米野木 9月5日 榊原 壮 サカキバラ　ソウ 中畑 9月5日 夏目 龍高 ナツメ　リュウコウ 崇化館 9月12日 森田 幹太郎 モリタ　カンタロウ 豊明新栄 9月5日

太田 陸翔 オオタ　リクト 平戸橋 9月5日 坂野 遙空 サカノ　ハルク 中山 9月5日 成田 一 ナリタ　ハジメ 刈谷朝日 9月5日 森田 幸太郎 モリタ　コウタロウ 猿投北 9月12日

大竹 翼 オオタケ　ツバサ 中畑 9月12日 坂本 泰都 サカモト　ダイト 藤川 9月5日 成瀬 聡太郎 ナルセ　ソウタロウ 梅坪 9月5日 森本 幸汰 モリモト　コウタ 松平 9月5日

大塚 征也 オオツカ　セイヤ 恵那 9月12日 佐々木 鉄平 ササキ　テッペイ 梅坪中央 9月12日 成瀬 颯人 ナルセ　ハヤト 岩津 9月12日 柳沼 拓 ヤギヌマ　ヒロ 守山ニ城 9月12日

大西 陽斗 オオニシ　ハルト 中畑 9月5日 澤田 大晴 サワダ　タイセイ 御船寺脇 9月5日 西川 周汰 ニシカワ　シュウタ 元本部 9月12日 矢島 龍聖 ヤジマ　リュウセイ 元刈谷 9月5日

大橋 梁央 オオハシ　リョウ 中山 9月5日 柴田 一也 シバタ　カズヤ 日進 9月12日 西山 新 ニシヤマ アラタ 和会 9月5日 安江 俊介 ヤスエ　シュンスケ 坂本南 9月5日

大原 空雅 オオハラ　クウガ 保見南 9月12日 柴田 知弥 シバタ　トモヤ 岩倉 9月5日 野田 照瑛 ノダ  ショウエイ 羽根 9月5日 安永 莉音 ヤスナガ　リオト 恵那 9月12日

小笠原 瑛人 オガサワラ　アキト 尾張旭 9月5日 清水 一護 シミズ　イチゴ 諸輪東 9月12日 野々垣 壮太 ノノガキ　ソウタ 元本部 9月12日 山内 元 ヤマウチ　ハジメ 一ツ木 9月12日

岡田 健哉 オカダ ケンヤ 城南 9月12日 清水 奎伸 シミズ　ケイシン 岡崎北野 9月5日 野々山 博基 ノノヤマ ヒロキ 永覚新町 9月12日 山岸 勇大 ヤマギシ　ユウダイ 若林 9月12日

岡本 玲音 オカモト　レオ 元刈谷 9月5日 清水 来夢 シミズ　ライム 知立西 9月5日 野村 大晟 ノムラ　タイセイ 岩津 9月5日 山口 大飛 ヤマグチ　ダイヒ 中畑 9月12日

小川 寛登 オガワ ヒロト 坂本千旦林 9月12日 白瀬 天聖 シラセ　テンショウ 康生 9月12日 野呂 彪馬 ノロ　ヒョウマ 緑丘 9月5日 山下 輝士 ヤマシタ　アキト 土橋 9月5日

奥島 陽向 オクシマ　ヒナタ 安城志貴 9月12日 杉田 琉晟 スギタ　リュウセイ 荻谷 9月12日 長谷川 大翔 ハセガワ　ヒロト 美里 9月12日 山田 瑛翔 ヤマダ　エイト 豊田南 9月5日

奥村 斗哉 オクムラ　トウヤ 保見南 9月5日 杉本 莉央 スギモト　リオ 一色 9月12日 畑辺 琉斗 ハタベ　ルイト 美山 9月5日 山田 琴也 ヤマダ　コトヤ 豊田南 9月12日

小澤 健太朗 オザワ　ケンタロウ 恵那 9月12日 杉山 蒼真 スギヤマ　ソウマ 大垣 9月5日 服部 小太郎 ハットリ　コタロウ 城南 9月5日 山田 珠礼 ヤマダ　ミライ 豊田南 9月5日

小澤 琉人 オザワ　リュウト 中山 9月5日 鈴木 一舞 スズキ　カズマ 岡崎六ツ美 9月12日 林 蓮 ハヤシ　レン 落合 9月12日 山本 脩馬 ヤマモト　シュウマ 上地 9月5日

小野 寛史 オノ　カンジ 豊田錦 9月12日 鈴木 欅 スズキ　ケヤキ 日進 9月5日 原口 善世 ハラグチ　ゼンセ 保見南 9月12日 横井 晴毅 ヨコイ　ハルキ 美山 9月5日

梶田 康貴 カジタ　コウキ 美山 9月12日 鈴木 虎宇 スズキ　コウ 保見南 9月5日 原田 遊 ハラダ 　ユウ 針崎 9月12日 吉田 伊吹 ヨシダ　イブキ 美里 9月5日

糟谷 龍星 カスヤ　リュウセイ 西尾 9月12日 鈴木 翔馬 スズキ　ショウマ 元刈谷 9月5日 伴 奏汰 バン　ソウタ 元本部 9月12日 吉田 雄飛 ヨシダ　ユウト 梅坪 9月5日

片山 綾人 カタヤマ　アヤト 本新 9月5日 鈴木 徳真 スズキ　トクマ 丸山 9月5日 日置 空良 ヒオキ　ソラ 本新 9月5日 𠮷村 斗馬 ヨシムラ　トウマ 岩村 9月12日

勝 太輝 カツ タイキ 坂本千旦林 9月12日 鈴木 悠太 スズキ　ユウタ 刈谷朝日 9月5日 東田 健志 ヒガシダ　ケンシ 岩倉 9月5日 米倉 秀翔 ヨネクラ　シュウト 緑丘 9月5日

加藤 朱人 カトウ　アヤト 本新 9月5日 鈴木 悠斗 スズキ　ユウト 日進 9月5日 疋田 将也 ヒキダ　マサヤ 高岡北 9月12日 米田 诲琉 ヨネダ　カイル 守山志段味 9月5日

加藤 新大 カトウ　アラタ 恵那 9月12日 須藤 駿太 スドウ　シュンタ 土橋 9月12日 比楽 亮汰 ヒラク　リョウタ 中畑 9月12日 我妻 怜晟 ワガツマ　レンセイ 梅坪 9月5日

加藤 生也 カトウ　イクヤ 五ヶ丘 9月5日 関 政虎 セキ　マサトラ 逢妻 9月12日 深田 智生 フカダ　トモキ 梅園北 9月12日 鷲見 蒼矢 ワシミ　ソウヤ 保見南 9月12日

加藤 悠月 カトウ　ユヅキ 美山 9月5日 曽我 羽琉 ソガ ハル 恵那武並 9月12日 深田 智生 フカダ　トモキ 梅園北 9月12日 渡辺 潤 ワタナベ ジュン 三好丘 9月5日

鎌田 陽暉 カマダ　ハルキ 知立西 9月5日 平 煌成 タイラ　コウセイ 美山 9月12日 深津 海惺 フカツ　カイセイ 知立竜北 9月12日 渡邉 智汎 ワタナベ　チヒロ 崇化館 9月12日

釜谷 風我 カマタニ　フウガ 豊田西山 9月5日 髙井 湊 タカイ　ミナト 知立西 9月5日 深津 奏多 フカツ　カナタ 美合 9月5日 渡部 斗真 ワタナベ　トウマ 末野原 9月5日

渡邉 恋 ワタナベ　レン 吉良吉田 9月5日

不動館杯(９月５日/１２日開催)

【決定】中学男子試合日　選手名５０音順検索


