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NO 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県

KJ1776177 

101 松井 暖々 まつい のの 女 6 小学1年 京都府

KJ1774384 

102 竹中 珠央 たけなか たまお 女 7 小学1年 京都府

KJ1777489 

103 落合 伶朱 おちあい れあ 女 7 小学1年 愛知県

KJ1776899 

211 小阪 琉碧 こさか りゅうせい 男 7 小学2年 兵庫県

KJ1775185 

212 白井 廉太朗 しらい れんたろう 男 7 小学2年 大阪府

KJ1779798 

301 山田 さくら やまだ さくら 女 9 小学3年 岐阜県

KJ1777973 

302 池田 小春 いけだ こはる 女 9 小学3年 愛知県

KJ1780896 

311 小栗 健寛 おぐり たけひろ 男 8 小学3年 愛知県

KJ1776328 

312 藤井 友我 ふじい ゆうが 男 8 小学3年 愛知県

KJ1782687 

313 平塚 連雲 ひらつか つくも 男 8 小学3年 愛知県

KJ1782688 

314 平塚 颯 ひらつか はやて 男 8 小学3年 愛知県

315 長島　誠悟 ながしま　せいご 男 8 小学3年 愛知県

KJ1782929 

401 後藤 菜摘 ごとう なつみ 女 10 小学4年 岐阜県

KJ1782185 

402 若山 莉緒 わかやま りお 女 9 小学4年 岐阜県

KJ1776176 

403 松井 寧々 まつい ねね 女 9 小学4年 京都府

KJ1774432 

404 杉浦 華夏 すぎうら　 かなで 女 10 小学4年 愛知県

KJ1782298 

405 大河内 花音 おおこうち かのん 女 10 小学4年 愛知県

KJ1780173 

411 伊藤 芳 いとう かおる 男 10 小学4年 岐阜県

KJ1779900 

412 山下 市太郎 やました いちたろう 男 9 小学4年 兵庫県

KJ1781505 

413 長縄 孝清 ながなわ こうせい 男 9 小学4年 愛知県

KJ1777485 

414 落合 望詞 おちあい みこと 男 10 小学4年 愛知県

KJ1781104 

415 脇坂 駿輔 わきさか しゅんすけ 男 9 小学4年 愛知県

KJ1783074 

501 横井 柚香 よこい ゆずか 女 10 小学5年 三重県

KJ1777179 

502 佐野 結夏 さの ゆいか 女 10 小学5年 愛知県

KJ1775333 

503 小石原 舞 こいしはら まい 女 10 小学5年 愛知県

KJ1782182 

504 和田 千佳 わだ ちか 女 11 小学5年 愛知県

505 齋藤　千奈 さいとう　ちな 女 10 小学5年 愛知県

KJ1776174 

511 松井 麟太郎 まつい りんたろう 男 11 小学5年 京都府

KJ1782831 

512 上田 真太郎 うえだ しんたろう 男 11 小学5年 大阪府

KJ1777976 

513 池田 煌太郎 いけだ こうたろう 男 10 小学5年 愛知県

KJ1774708 

514 茶谷 秀羽 ちゃたに しゅうは 男 10 小学5年 京都府

KJ1776533 

515 藤井 昂我 ふじい こうが 男 11 小学5年 愛知県

KJ1783101 

516 林 孝翼 はやし こうすけ 男 10 小学5年 京都府

517 二宮　聡平 にのみや　そうへい 男 10 小学5年 愛知県

518 長島　正真 ながしま　しょうま 男 10 小学5年 愛知県

KJ1774386 

601 竹中 希春 たけなか きはる 女 12 小学6年 京都府

602 松岡　美央梨 まつおか　はおり 女 12 小学6年 三重県

KJ1776879 

611 間野 雄 まの ゆう 男 12 小学6年 愛知県

KJ1776885 

612 間野 翔 まの しょう 男 12 小学6年 愛知県

KJ1782670 

613 金 稜星 キム ルンソン 男 11 小学6年 愛知県

KJ1774583 

614 斉藤 大樹 さいとう だいき 男 12 小学6年 愛知県

KJ1782492 

615 大野 真広 おおの まひろ 男 12 小学6年 三重県

KJ1782922 

616 柏木 慈恵 かしわぎ じえ 男 12 小学6年 三重県
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KJ1782340 

701 林 愛望 はやし まなみ 女 12 中学1年 愛知県

702 佐藤　仁美 さとう　ひとみ 女 13 中学1年 岡山市

KJ1783155 

711 近藤 大智 こんどう だいち 男 12 中学1年 愛知県

KJ1777223 

712 山田 壮流 やまだ そうる 男 12 中学1年 愛知県

KJ1779223 

713 石原 匠 いしはら たくみ 男 13 中学1年 愛知県

KJ1782372 

714 千種 元気 ちくさ げんき 男 12 中学1年 愛知県

KJ1779131 

715 大石 拳誠 おおいし けんせい 男 12 中学1年 静岡県

KJ1782183 

716 和田 侑磨 わだ ゆうま 男 13 中学1年 愛知県

717 齋藤　大豪 さいとう　だいご 男 12 中学1年 愛知県

KJ1782334 

718 中嶋 千紗都 なかじま ちさと 女 13 中学2年 群馬県

KJ1782365 

719 原田 篤 はらだ あつし 男 13 中学2年 兵庫県

KJ1782724 

720 坂上 悠基 さかうえ ゆうき 男 13 中学2年 愛知県

KJ1777548 

721 松原 周平 まつばら しゅうへい 男 14 中学2年 愛知県

KJ1783143 

722 上田 大智 うえだ たいち 男 13 中学2年 愛知県

KJ1776331 

723 藤井 大我 ふじい たいが 男 13 中学2年 愛知県

KJ1782542 

724 高田 光 たかだ ひかる 男 15 中学3年 愛知県

KJ1777631 

725 小山 寛司 こやま かんじ 男 15 中学3年 愛知県

KJ1783149 

726 小椋 大輔 おぐら だいすけ 男 14 中学3年 富山県

727 北嶋　桂大 きたしま　けいた 男 14 中学3年 富山県

KJ1782998 

811 増田 誉大 ますだ たかひろ 男 16 高校1年 千葉県

KJ1778204 

812 本多 晴飛 ほんだ はるひ 男 17 高校2年 兵庫県

KJ1776172 

851 藤城 郁美 ふじしろ いくみ 女 56 愛知県

KJ1783005 

852 可児 鉄哉 かに てつや 男 47 愛知県

KJ1776887 

853 間野 公太 まの こうた 男 47 愛知県

KJ1782756 

854 岩瀬 岳志 いわせ たけし 男 41 岐阜県

KJ1777422 

855 鏡味 信幸 かがみ のぶゆき 男 45 三重県

KJ1782666 

856 金田 芳輝 かなだ よしてる 男 46 愛知県

KJ1781876 

857 高木 優 たかぎ　まさる 男 70 長野県

KJ1776501 

858 高槁 陽一 たかはし よういち 男 68 三重県

KJ1782727 

859 坂上 雄一 さかうえ ゆういち 男 48 愛知県

KJ1777946 

860 酒井 隆司 さかい たかし 男 57 愛知県

KJ1774614 

861 小塚 昌弘 こづか まさひろ 男 35 京都府

KJ1776777 

862 松岡 慎司 まつおか しんじ 男 35 愛知県

KJ1782373 

863 千種 繁樹 ちくさ しげき 男 48 愛知県

KJ1781736 

864 竹元 優士 たけもと ゆうじ 男 32 愛知県

KJ1779318 

865 土屋 幸四郎 つちや こうしろう 男 48 愛知県

KJ1776170 

866 藤城 健 ふじしろ けん 男 56 愛知県

KJ1774379 

867 舩坂 勝美 ふなさか　かつみ 男 62 岐阜県

868 小栗 健嗣 おぐり　けんじ 男 42 愛知県

KJ1781234 

751 西出 雅喜 にしで まさき 男 42 愛知県

KJ1777958 

752 石原 泰樹 いしはら だいき 男 36 愛知県

KJ1781501 

753 赤木 宏光 あかぎ ひろみつ 男 48 愛知県

KJ1776332 

754 藤井 裕大 ふじい みちひろ 男 45 愛知県

KJ1782919 

755 柏木 文雄 かしわぎ ふみお 男 52 三重県

KJ1781110 

756 脇坂 敏弘 わきさか としひろ 男 46 愛知県

757 長田　浩幸 おさだ　ひろゆき 男 43 愛知県

758 浅野　享洋 あさの　ゆきひろ 男 43 愛知県

759 松岡　茂希 まつおか　しげき 男 37 三重県


