
班 組 No. 氏名 フリガナ 学年 所属 班 組 No. 氏名 フリガナ 学年 所属

1 板垣 陽太 イタガキ ヨウタ 大4 29 大角 敬志 オオスミ ケイシ 3

2 原田 倫吏 ハラダ サトシ 大3 30 中村 貫太 ナカムラ カンタ 2

3 近藤 又椰 コンドウ ユウヤ 大2 31 嶋津 堅仁 シマヅ ケント 2

4 相馬 仁人 ソウマ マサト 大2 32 馬場 慧朗 ババ ケイロウ 1

5 水谷 康佑 ※ ミズタニ コウスケ 大3 中京大学 33 伊藤 大空 ※ イトウ ダイスケ 中3 春日井市立高森台中学校/レジックスポーツ

6 瀧澤 栄太 * タキザワ エイタ 大4 34 桑原 唯奨 クワハラ ユウショウ 2

7 辻村 篤人 ツジムラ アツト 大4 35 二村 郁弥 フタムラ イクミ 2

8 髙野 響輝 コウノ  ヒビキ 大2 36 井上 朝陽 イノウエ アサヒ 1

9 出井 大智 デイ トモノリ 大2 37 堀江 亮輔 ホリエ リョウスケ 1

10 近藤 聡太 ※ コンドウ ソウタ 大3 駒澤大学 38 土屋 眞人 ※ ツチヤ マナト 中3 豊田市立浄水中学校/笠松体操クラブ

11 水谷 王持 ※ ミズタニ オウジ 大2 駒澤大学 39 野村 颯 ノムラ ハヤテ 2

12 水上 魁士 ※ ミズカミ カイト 大1 至学館大学 40 赤井 謙心 アカイ ケンシン 1

13 伊藤 純 *※ イトウ ジュン 大1 至学館大学 41 三井 勇輝 ミツイ ユウキ 1

14 迫 龍登 サコ リュウト 大4 42 舩橋 珀 フナハシ ハク 1

15 近藤 衛 コンドウ マモル 大2 43 石原 銀河 ※ イシハラ ギンガ 中3 蟹江町立蟹江北中学校/笠松体操クラブ

16 湯元 和志 ユモト カズシ 大2 44 平本 怜 ※ ヒラモト レン 中3 名古屋市立吉根中学校/中京ジムナスティッククラブ

17 相羽 拓郎　 アイバ タクロウ 大1 45 坪井 勇樹 ※ ツボイ ユウキ 中3 春日井市立中部中学校/中京ジムナスティッククラブ

18 奥村 僚太 ※ オクムラ リョウタ 大1 日本大学 46 馬場 崇士 ※ ババ シュウト 中3 日進市立日進北中学校/中京ジムナスティッククラブ

19 近藤 秀久 コンドウ ヒデヒサ 大4 47 片山 空秋 ※ カタヤマ アシュウ 中3 半田市立青山中学校/ならわ体操クラブ

20 井上 慎友 イノウエ シンスケ 大2 48 角皆 友晴 ※ ツノガイ トモハル 中3 半田市立青山中学校/ならわ体操クラブ

21 森 慶次郎 モリ ケイジロウ 大2 49 倉田 晃利 クラタ アキトシ 3

22 三浦 祐季 ※ ミウラ ユウキ 20代 リーフ体操クラブ 50 大野 暖人 オオノ ハルト 1

23 杉本 祥永 ※ スギモト アキヒサ 20代 リーフ体操クラブ 51 坂本 陸 サカモト リク 1

24 山口 覚永 ヤマグチ アキヒサ 大4 52 平子 翔奈大 ヒラコ カナタ 1

25 福本 岳琉 フクモト タケル 大4 53 垣内 皓成 ※ カイト コウセイ 2 名城大学附属高等学校

26 石黒 聖馬 イシグロ セイマ 大2 54 高田 羽琉 ※ タカダ ハル 中3 名古屋市立名塚中学校/レジックスポーツ

27 山下 竜輝 ヤマシタ リュウキ 大2 55 野村 将吾 ノムラ　ショウゴ 2

28 上山 廉太郎 ※ ウエヤマ レンタロウ 大3 鹿屋体育大学 56 新家 和真 ニイノミ　カズマ 2

＊国体愛知県選手選考会不参加 ※個人出場者 57 藤木 大智 フジキ タイチ 1

成年 愛知体操協会 58 山下 蒼斗 ヤマシタ アオト 1

59 根木 羽人 ※ ネギ ハアト 1 名城大学附属高等学校
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★大会当日ゼッケンを配布します。事前に必要な選手は加藤まで申し出てください。



班 組 No. 氏名 フリガナ 学年 所属 班 組 No. 氏名 フリガナ 学年 所属

1 岡田 祐衣 オカダ ユイ 大4 21 岡山 千華 オカヤマ チハナ 3

2 古山 葵 フルヤマ アオイ 大3 22 竹内 結衣 タケウチ ユイ 3

3 湯元 ゆりか ユモト ユリカ 大3 23 小林 さと コバヤシ サト 1

4 石田 七実 イシダ ナナミ 大1 24 津曲 歩美 ツマガリ アユミ 1

5 百合草 充都 ※ ユリクサ ミサト 大1 中京大学 25 槇林 凜 マキバヤシ　リン 3

6 新田 いずみ ※ ニッタ イズミ 大1 日本体育大学 26 笠原 有彩 カサハラ　アリサ 2

7 榊原 子侑菜 ※ サカキバラ コユナ 大1 日本体育大学 27 加藤 凛 カトウ　リン 1

8 佐々木 愛華 ※ ササキ マナカ 大2 国士舘大学 28 牛奥 小羽 ウシオク　コハネ 2

9 本田 あゆみ ※ ホンダ アユミ 大2 至学館大学 29 山下 海音 ※ ヤマシタ アマネ 1 県立武豊高等学校/ならわ体操クラブ

10 筒井 美帆 ※ ツツイ ミホ 大1 静岡産業大学 30 野々山 巴葉 ※ ノノヤマ トモハ 1 星城高等学校/チャレンジ体操クラブ

11 山本 実生 ヤマモト ミオ 3 31 水野 朱華 ※ ミズノ シュカ 中3 名古屋市立上社中学校/笠松体操クラブ

12 伊藤 玲那 イトウ レイナ 2 32 土橋 ピピ ※ ドバシ ピピ 中3 名古屋市立平田中学校//中京ジムナスティッククラブ

13 大口 愛莉 オオグチ アイリ 1 33 古賀 愛梨 コガ アイリ 中3

14 伊藤 麻衣 イトウ マイ 中3 34 岩佐 和 イワサ ノドカ 中3

15 稲垣 若那 ※ イナガキ ワカナ 2 名古屋経済大学市邨高等学校/レジックスポーツ 35 新田 美琴 ニッタ ミコト 中3

16 中井 杏奈 ナカイ アンナ 3 36 中島 楓琳 ナカシマ カリン 1

17 苅谷 天音 カリヤ アマネ 3

18 渡部 葉月 ワタナベ ハヅキ 2 ★大会当日ゼッケンを配布します。事前に必要な選手は加藤まで申し出てください。

19 大村 瑠里 オオムラ ルリ 2

20 鬼頭 春菜 ※ キトウ ハルナ 2 東海学園高等学校/中京ジムナスティッククラブ 愛知体操協会

成年 ※個人出場者
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