
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 愛知県 1 愛知県

2 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 三重県 2 愛知県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岐阜県 3 愛知県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 静岡県 4 愛知県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 愛知県 5 愛知県

6 ブロック事務担当者 愛知県 6 岐阜県

7 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 7 岐阜県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 8 岐阜県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 9 岐阜県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 10 岐阜県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 11 岐阜県

12 岐阜県

13 三重県

14 三重県

15 三重県

16 三重県

17 三重県

18 静岡県

19 静岡県

20 静岡県

21 静岡県

22 静岡県

江間　惇斗 浜松市立可美中学校

櫛引　孝之佑 伊東市立南中学校

曽布川　翔月 浜松学院中学校

加藤　大智 浜松市立蜆塚中学校

古根村　友哉 沼津市立大岡中学校

今井　奏杜 四日市市立朝明中学校

脇　将哉 紀北町立紀北中学校

河俣　亜夢 伊勢市立倉田山中学校

山岸　優介 本巣市立真正中学校

今野　凌 鈴鹿市立創徳中学校

平野　我流 鈴鹿市立神戸中学校

近藤　勲 豊橋市立石巻中学校 岡田　旺大 可児市立西可児中学校

村瀬　拓憲 郡上市立八幡西中学校田村　光弘 豊田市立藤岡南中学校

長井　宏樹 名古屋市立扇台中学校 平出　海 多治見市立陶都中学校

波江野　寛之 岡崎市立葵中学校 早川　将臣 多治見市立南ヶ丘中学校

坂野　貴則 名古屋市立神の倉中学校 福田　瑠生 本巣市立真正中学校

西本　海 名古屋市立浄心中学校 葛谷　晃史朗 本巣市立真正中学校

小林　義晃 伊東市立南中学校 高田　和幸 豊川市立南部中学校

仙波　喜美 名古屋市立あずま中学校 大竹　就斗 豊田市立足助中学校

加藤　雄 四日市市立三重平中学校 矢倉　啓輔 名古屋市立大曽根中学校

髙橋　亮介 郡上市立明宝中学校 茶山　幸大 常滑市立常滑中学校
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石塚　康裕 名古屋市立宝神中学校 横地　堅祐 愛知ジュニア(名古屋市立香流中学校)



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 愛知県 1 愛知県

2 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 愛知県 2 愛知県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岐阜県 3 愛知県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 静岡県 4 愛知県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 三重県 5 愛知県

6 ブロック事務担当者 岐阜県 6 岐阜県

7 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 7 岐阜県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 8 岐阜県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 9 岐阜県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 10 岐阜県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 愛知県 11 岐阜県

12 三重県

13 三重県

14 三重県

15 三重県

16 三重県

17 静岡県

18 静岡県

19 静岡県

20 静岡県

21 静岡県

鈴木　潤也 豊田市立猿投中学校

伊藤　愛莉 常葉学園中学校

市川　凜香 常葉学園中学校

西田　妃那 浜松開誠館中学校

内海　唯 藤枝順心中学校

望月　莉七 沼津市立沼津高等学校中等部

柳井　真由 桑名市立光風中学校

宮村　仁史希 四日市市立朝明中学校

麻生　涼葉 名張市立南中学校

浅村　紗希 大垣市立東中学校

松浦　涼香 四日市市立朝明中学校

清水　紫音 鈴鹿市立千代崎中学校

山本　莉子 名古屋市立振甫中学校 川瀬　英理香 大垣市立西中学校

宮内　智史 名古屋市立豊正中学校 小島　れん 羽島市立羽島中学校

横山　篤 瀬戸市立南山中学校 山下　真央 高山市立日枝中学校

小柳　龍一 名古屋市立桜山中学校 清水　美羽 羽島市立羽島中学校

樋口　未智 鈴鹿市立白子中学校 平下　結貴 愛知ジュニア(長久手市立南中学校)

坂　忠大 大垣市立北小学校 杉本　玲名 高山市立日枝中学校

水木　佳恵 郡上市立三城小学校 江坂　綾莉 名古屋市立長良中学校

中村　純也 浜松市立与進中学校 柴山　梨菜 弥富市立弥富北中学校

石塚　康裕 名古屋市立宝神中学校 古澤　青依 弥富市立弥富北中学校

伴　典秋 半田市立亀崎中学校 岡田　瑠生 瀬戸市立南山中学校
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