
■小学生低学年の部

＜1年生・男子＞ ＜3年生・男子＞

No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村 No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村

101 強力 誠斗 6 一宮市 301 小川 耕平 SAC Racing 8 名古屋市

102 大河 慎太郎 羽根井小学校 6 豊橋市 302 飯室 陸 能町小学校 8 富山県高岡市

103 長塚 柊磨 6 静岡県静岡市 303 松尾 拓海 西尾小学校 8 西尾市

104 熊谷 侑斗 6 瀬戸市 304 高瀬 帆貴 半田市岩滑小学校 8 半田市

105 西川 稜真 名古屋市立東白壁小学校 6 名古屋市 305 川崎 陽真 ST 8 知立市

106 中村 奏良 6 静岡県静岡市 306 黒柳 陸弥 IDATEN 8 安城市

107 岩本 瑞生 6 幸田町 307 久保 孝太郎 8 長久手

108 伊藤 仁 岡崎市立細川小学校 6 岡崎市 308 長江 琉斗 8 安城市

109 早川 佳克 星の宮小学校 6 清須市 309 佐藤 圭悟 矢作南小学校 8 岡崎市

110 二階堂 律 6 岡崎市 310 田崎 琥太郎 8 名古屋市

111 渡邉 瑠泉 6 瀬戸市 311 中島 康喜 平針北小学校 8 名古屋市

112 今泉 颯太 7 岡崎市 312 小嶋 一穂 幡豆小 8 西尾市

113 前田 大河 7 春日井 313 中村 栄俊 かりがね小学校 8 刈谷市

314 永田 直暉 8 名古屋市

＜1年生・女子＞ 315 石河 歩翔 西尾市立幡豆小学校 8 西尾市

No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村 316 伊藤 健吾 金城小学校 8 名古屋市

151 岡崎 真子 6 岡崎市 317 渥美 翔琉 8 静岡県磐田市

152 森 泉水 モータウン 6 三重県松阪市 318 前田 健太 8 長久手

153 岡 菜月 6 長久手 319 松坂 幸泰 8 名古屋市

154 小高 七菜 あぐい陸上クラブ 6 阿久比町 320 横川 成介 双葉小学校 8 刈谷市

155 杉浦 梨莉 幸小 6 豊橋市 321 加藤 真輝 SAC Racing 8 豊明市

322 戸羽 雄大 8 名古屋市

＜2年生・男子＞ 323 青山 俊太朗 8 名古屋市

No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村 324 藤井 孝太 住吉小学校 8 刈谷市

201 小野 総一朗 沓掛小学校 7 豊明市 325 鬼頭 泰佑 8 あま市

202 冨永 岳 7 西尾市 326 井上 大輔 下品野小学校 8 瀬戸市

203 岸端 優汰 来迎寺小学校 7 知立市 327 榎並 翔太 童子山小学校 9 豊田市

204 岡部 瑞 7 みよし市

205 小島 晏蒔 SAC Racing 7 豊明市 ＜3年生・女子＞

206 柴田 悠空 豊橋市立天伯小学校 7 豊橋市 No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村

207 高井 奏良 7 名古屋市 351 牧原 理央 大垣市立南小学校 8 岐阜県大垣市

208 福田 雅人 東幡豆小学校 7 西尾市 352 近澤 実優 8 豊田市

209 羽根 悠真 7 半田市 353 門奈 明日香 8 豊田市

210 馬川 慎吾 あすたま 7 豊田市 354 西村 茉桜 8 安城市

211 原田 詠翔 7 名古屋市 355 神谷 あい 8 岡崎市

212 山下 陽南太 鵜川原小学校 7 三重県三重郡 356 大河 珠子 羽根井小学校 8 豊橋市

213 柴川 翔太 7 西尾市 357 豊泉 颯 8 名古屋市

214 平阪 幸之輔 飯田小学校 7 名古屋市 358 今枝 瞳 ゴーヤーアクアヴィータ 8 西尾市

215 芝田 悠真 SAC Racing 7 名古屋市 359 工藤 愛桜 8 阿久比町

216 木下 太貴 今渡北小学校 7 岐阜県可児市 360 福田 ほのか 8 半田市

217 黒柳 寿仁 7 刈谷市 361 安斎 湖杜 岡崎市立常磐小学校 8 岡崎市

218 広金 潤也 7 名古屋市 362 青山 小桜 東栄小学校 9 北設楽

219 服部 泰芽 SAC Racing 7 豊明市

220 飯田 淳希 アクアJFC愛西 7 あま市

221 松浦 蒼空 7 名古屋市

＜2年生・女子＞

No. 氏　名 所　属 年　齢 市町村

251 高木 英里 小垣江小 7 刈谷市

252 都築 さくら 7 西尾市

253 三本 光瑠 SAC Racing 7 日進市

254 梶原 千波 知立小学校 7 知立市

255 増田 汐瑛 7 豊明市

256 中島 樹音 7 犬山市

257 松井 りみ 7 知立市

258 大野 優 SAC Racing 7 豊明市


