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細谷　彰吾 一宮南 杉山　こころ 安城学園

太田　智仁 津島北 寺田　鷹翔 岡崎城西

加藤　寛大 津島東 山本　拓実 岡崎城西

宇戸　優輝 小牧南 大西　健太朗 岡崎城西

松並　佑 修文学院 宇野木　直幸 愛産大三河

鹿野　大希 修文学院 蒲野　拓哉 愛産大三河

櫨山　蓮 瀬戸西 下村　遥哉 山本学園

山田　隼矢 瀬戸西 船山　優人 山本学園

横井　瑶大 名経大市邨 松山　翼 三谷水産

山田　翔暉 栄徳 大滝　諒久 成章

林　盛舜 栄徳 牧野　友飛 渥美農業

髙木　三思朗 栄徳 小林　丈羽 渥美農業

中谷　凌 名古屋 後藤　幸太郎 豊川

水野　伸哉 熱田 近藤　幸陽 豊川

増田　悠人 熱田 原田　怜 豊川

三宅　翼 名古屋工科 鈴木　翔 新城有教館

長谷川　清粋 向陽 江崎　拳仁 卓伸ｸﾗﾌﾞ

堀内　誠太 向陽 北村　匠 ASURA

蜷川　槇朔 東海南 笠井　嵩大 ASURA

渡邉　晃 東海南 徳永　圭吾 KNUCKLE

久米　杜和 大府 山本　大樹 KNUCKLE

米山　純一 岡崎 森　涉流 KNUCKLE

岩瀬　俊毅 岡崎北 上原　遼祐 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ

森　洋人 岡崎北 大野　慎之助 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ

伊藤　奏澄 岡崎工科 下方　蓮 ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ

大竹　波翔 岡崎工科 杉浦　昊聖 HOUSEI

藤本　大翔 岡崎工科 倉田　樹 HOUSEI Jr

永谷　健介 安城東 佐藤　彰胡 HOUSEI Jr

尾崎　太来朗 西尾東 継岡　典馬 富貴ｼﾞｭﾆｱ

鳥居　光志 鶴城丘 村瀬　稿記 MAKOTO卓球ｼﾞﾑ

杉浦　聡 鶴城丘 長岡　拓摩 姚JTC

中川　璃久 知立東 平下　彗真 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｲﾝｽﾞ

＜予選免除者＞

加山　雅基 愛工大名電 佐々木　雄大 愛工大名電中

渡邊　康靖 愛工大名電 日髙　宏紀 愛工大名電中

山岸　馨 愛工大名電 杉浦　涼雅 愛工大名電中

菅沼　翔太 愛工大名電 原井　敢田 愛工大名電中

橋本　悠嵩 愛工大名電中 郡司　景斗 愛工大名電中

持田　陽向 愛工大名電中 月原　弘暉 愛工大名電中
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佐藤　歓治 一宮起工科 山内　聖徠 常滑

山内　皓矢 一宮起工科 黒宮　正佳 東海南

宇戸　駿輝 小牧南 遠藤　春希 東海南

村瀬　愛斗 小牧工科 旗垣　祐二 内海

平岡　凌青 五条 山下　史温 岡崎北

水野　秀哉 五条 内山　侑 岡崎北

趙　春博 滝 清水　詠晶 岡崎工科

中矢　晄貴 旭丘 大嶽　昌也 幸田

脇田　大翔 旭野 好口　翠来 幸田

伊藤　朱生 旭野 山下　甲和人 安城

堀内　天翔 旭野 中根　隆晴 西尾東

竹内　凉輔 瀬戸西 島村　凌平 西尾東

岩下　雄大 名東 清水　優希 西尾東

辻村　純仁 愛知 三田　裕翔 西尾東

岩田　健吾 愛知 亀島　孝郎 鶴城丘

鈴木　雄大 愛知 岩川　宗史 知立東

小林　宥斗 東海 近藤　龍弥 岡崎城西

長谷川　敦哉 東邦 平野　颯太 岡崎城西

今井　蓮 東邦 中根　悠煌 愛産大三河

岡山　広樹 東邦 牧野　志哉 愛産大三河

宮野　帆稜 名古屋 本下　主磨 山本学園

平松　眞弥 名古屋 川嶋　悠太郎 蒲郡

丸田　拓実 名古屋南 村越　恭太 三谷水産

二宮　和輝 名古屋工科 近藤　寛介 渥美農業

岡村　夏稀 桜台 鈴木　颯真 豊川

近藤　佑亮 緑 鈴木　貫汰 豊川

大原　奨真 名古屋大谷 權田　悠喜 豊川

田中　一誠 名古屋工業 田中　琉斗 名経大市邨中

山田　敬都 南山 鈴木　颯斗 豊岡中

荘司　泰成 南山 羽田　敦紀 名古屋中

三輪　大智 名城大附属 松野　日暖汰 卓星ｸﾗﾌﾞ

坂本　壕輝 半田商業 服部　悠雅 東海中

＜予選免除者＞

横地　紳二郎 栄徳 平井　洋多 岡崎城西

鈴木　瑛介 向陽 土谷　陵太朗 岡崎城西

神戸　日向 向陽 宇貫　健太 岡崎城西

田中　仁 岡崎工科 谷山　典汰 岡崎城西

増永　康太 安城 松山　智英 三谷水産

河原　伊吹 岡崎城西 倉知　奏介 ASURA

大澤　湊悟 岡崎城西 澤田　光右 富貴ｼﾞｭﾆｱ
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