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上野高 5978 泉　優飛 名城大 6040 福岡　光貴
ＮＴＮ 5979 谷口　辰煕 亀山高 6041 松本　悠汰
ＮＴＮ 5980 宇留田　竜希 亀山高 6042 前出　春信
三重陸協 5981 濱口　祐誠 びわスポ大 6043 小村　陸月
鹿族 5982 石田　有樹 駿河台大 6044 島田　健太郎
鳥羽商船 5983 小山　陸哉 鈴鹿高専 6045 小林　龍弥
鳥羽商船 5984 齋藤　龍成 鈴鹿高専 6046 伊藤　瑠威
TRIBE 5985 渡邉　直登 鈴鹿高専 6047 金森　湧大
三重大 5986 野々山　開 関学 6048 家田　惇基
三重大 5987 西村　健志 関学 6049 野呂　仁人
三重大 5988 名和　将晃 教員AC 6050 古谷　新太
三重大 5989 高木　陽 海星高 6051 柳世　啓太
三重大 5990 松村　良太 津商高 6052 木田　充海
三重大 5991 加藤　瞭奈 津商高 6053 太田　ひより
三重大 5992 大畑　晴香 津商高 6054 吉田　朱里
三重大 5993 田原　滉己 津商高 6055 舟山　綺良梨
三重大 5994 井森　優月 鈴鹿高 6056 小林　奏介
三重大 5995 松本　渚 鈴鹿高 6057 湯浅　遥斗
三重大 5996 小林　千芹 鈴鹿高 6058 仙石　ヒロウ
三重大 5997 吉田　亘 鈴鹿高 6059 前川　華乃音
三重大 5998 杉野　優月 鈴鹿高 6060 村山　美月
三重大 5999 加藤　貴大 鈴鹿高 6061 仲野　結
県スポーツ協会 6000 岩崎　立来 鈴鹿高 6062 佐廣　琴音
近大高専 6001 落合　携真 鈴鹿高 6063 森口　つかさ
近大高専 6002 小川　陽生 鈴鹿高 6064 判治　実咲
近大高専 6003 北村　隼人 鈴鹿高 6065 花本　夏菜
近大高専 6004 福田　大貴 鈴鹿高 6066 松本　枝連
近大高専 6005 上野　颯勢 鈴鹿高 6067 山北　梨乃
近大高専 6006 安井　琉真 鈴鹿高 6068 森山　光
近大高専 6007 中瀬　陽斗 鈴鹿高 6069 嵐　夢乃
近大高専 6008 清田　偉斗 鈴鹿高 6070 早田　理花
近大高専 6009 谷水　瑠斗 鈴鹿高 6071 木内　咲桜
近大高専 6010 松本　斗希 鈴鹿高 6072 垣内　菜々子
近大高専 6011 植松　大翔 伊勢高 6073 齋藤　美咲
近大高専 6012 中瀬　広基 広島大 6074 前川　達也
近大高専 6013 久保　太一 三重陸協 6075 加藤　元紀
フリースタイル 6014 東海　暢夫 明治国際医療大 6076 岡本　怜士
稲生高 6015 仲松　武流 ｏｍｇ 6077 岡本　夏実
稲生高 6016 馬塲　颯星 中部大 6078 巽　涼
稲生高 6017 岡野　雄大 中部大 6079 上原　大河
稲生高 6018 田米　香太郎 津工高 6080 落合　龍雅
稲生高 6019 尾宮　将馬 皇學館大 6081 畠山　大輔
稲生高 6020 廣瀬　聡真 皇學館大 6082 正重　天
稲生高 6021 稲垣　瑛心 京産大 6115 中東　大輔
稲生高 6022 島村　実来 京産大 6116 冨岡　凛太郎
稲生高 6023 小山　柳雅 南山大 6117 青井　拓海
稲生高 6024 岡田　幸樹 南山大 6118 伊藤　翔雲
稲生高 6025 佐野　辰徳 南山大 6119 後藤　永実奈
稲生高 6026 木村　潤 南山大 6120 愛敬　百花
稲生高 6027 東　琉空 南山大 6121 鈴木　右京
稲生高 6028 橋本　怜奈 ＲＫＴ 6122 中野　太貴
稲生高 6029 小川　真生 大阪体育大 6123 中北　廉太郎
稲生高 6030 浅井　芽衣 環太平洋大 6124 江川　雅
稲生高 6031 城下　絢音 近大 6125 濱口　虎汰郎
松阪高 6032 向井　　陽汰 近大 6126 木本　純平
至学館大 6033 奥林　凜 近大 6127 瀬古　陸斗
至学館大 6034 泉　好笑 近大 6128 山本　拓実
至学館大 6035 安藤　顕 近大 6129 梅本　宜広
至学館大 6036 松井　修平 近大 6130 大川　祥太
三重陸協 6037 髙橋　健二 志摩ＴＦＣ 6131 宮本　康希
名城大 6038 桜木　優斗 岐阜大 6132 田口　雄暉
名城大 6039 藤谷　里玖
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岐阜大 6133 小渕　稜央
岐協大 6134 早川　恭平
岐協大 6135 富山　要
岐協大 6136 東田　大聖
岐協大 6137 川村　隆成
岐協大 6138 仲野　麒杜
岐協大 6139 藤田　知和


