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RACENO 氏名 よみがな 性別 21年末年齢 都道府県 国体代表選考会対象の県

101 加後 美咲 かご みさき 女 25 愛知県 エントリーしない

102 池野 みのり いけの みのり 女 24 山梨県 三重

103 竹元 久美子 たけもと くみこ 女 38 愛知県 愛知

104 潮田 小波 うしおだ こなみ 女 24 三重県 三重

105 田中 美沙樹 たなか　みさき 女 23 愛知県 愛知

106 藤本 朱里 ふじもと あかり 女 28 三重県 三重

107 平泉 真心 ひらいずみ まこ 女 18 愛知県 エントリーしない

108 山本 麻衣 やまもと まい 女 26 三重県 三重

109 前田 乙乃 まえだ おとの 女 24 愛知県 愛知

110 石田 凪帆 いしだ なぎほ 女 28 静岡県 静岡

111 山田 七海 やまだ ななみ 女 23 岐阜県 岐阜

112 植松 美晴 うえまつ みはる 女 25 静岡県 静岡

113 太田 亜州加 おおた あすか 女 41 岐阜県 岐阜

114 宮本 真奈美 みやもと まなみ 女 38 静岡県 静岡

116 田中 杏実 たなか あみ 女 22 東京都 静岡

201 大石 一博 おおいし かずひろ 男 23 愛知県 愛知

202 筒井 海翔 つつい かいと 男 21 愛知県 愛知

203 大谷 友哉 おおたに ゆうや 男 19 愛知県 愛知

204 蜂矢 樹 はちや たつき 男 24 愛知県 愛知

205 倉内 誠司 くらうち せいじ 男 37 愛知県 愛知

206 前田 能宜 まえだ とうき 男 22 愛知県 愛知

207 坂上 悠基 さかうえ ゆうき 男 18 愛知県 エントリーしない

208 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 男 26 愛知県 三重

209 竹内 鉄平 たけうち てっぺい 男 45 愛知県 愛知

210 枡田 貴理丸 ますだ きりまる 男 25 愛知県 三重

211 丸山 敦生 まるやま あつき 男 25 愛知県 愛知

212 谷口　白羽 たにぐち　しるば 男 27 三重県 三重県

213 水野 泉之介 みずの なみのすけ 男 22 愛知県 愛知

214 吉村 彰記 よしむら あきのり 男 33 愛知県 岐阜

215 北條 孝樹 ほうじょう こうき 男 26 埼玉県 静岡

216 湯村 天星 ゆむら たかとし 男 22 岐阜県 岐阜

217 望月 佐夢 もちづき さむ 男 25 埼玉県 静岡

218 淺井 邦人 あさい くにひと 男 41 静岡県 静岡

219 岩井 悠二 いわい ゆうじ 男 19 滋賀県 静岡

220 杉山太一 すぎやま　たいち 男 37 静岡県 静岡


