
東海ブロック代表選考大会

RACENO 氏名 よみがな 性別 都道府県22年末年齢JTU登録地 JTU会員番号 国体選考県

11 前田 乙乃 まえだ おとの 女 愛知県 25 愛知県 623-20-00023 愛知

12 加後 美咲 かご みさき 女 愛知県 26 愛知県 623-21-00105 エントリーしない

13 山本 麻衣 やまもと まい 女 三重県 27 三重県 624-19-00004 三重

14 平泉 真心 ひらいずみ まこ 女 茨城県 19 学連 U08-22-00001 愛知

15 枡田 日菜果 ますだ ひなか 女 愛知県 18 三重県 624-22-00006 エントリーしない

16 植松 美晴 うえまつ みはる 女 静岡県 26 静岡県 622-21-00003 静岡

17 河田 朱里 かわだ あかり 女 三重県 29 三重県 624-19-00014 三重

18 田中 美沙樹 たなか　みさき 女 愛知県 24 愛知県 623-21-00045 愛知

19 矢田 英恵 やだ はなえ 女 岐阜県 41 岐阜県 621-22-00016 岐阜

20 石田 凪帆 いしだ なぎほ 女 静岡県 29 静岡県 622-00-16051 静岡

51 中嶋 将太 なかじま しょうた 男 東京都 20 学連 U22-21-00003 静岡

52 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 男 愛知県 27 三重県 624-19-00053 三重

53 前田 能宜 まえだ とうき 男 愛知県 23 愛知県 623-21-00034 愛知

54 北條 孝樹 ほうじょう こうき 男 埼玉県 27 埼玉県 311-21-00018 静岡

55 大浦 直繁 おおうら なおしげ 男 静岡県 22 静岡県 622-22-00020 静岡

56 大石 一博 おおいし かずひろ 男 愛知県 24 愛知県 623-22-00042 愛知

57 大谷 友哉 おおたに ゆうや 男 愛知県 20 学連 U23-21-00003 愛知

58 岩井 悠二 いわい ゆうじ 男 滋賀県 20 学連 U25-20-00005 静岡

59 平林 毅郎 ひらばやし たけろう 男 岐阜県 24 岐阜県 621-22-00001 岐阜

60 望月 佐夢 もちづき さむ 男 埼玉県 26 埼玉県 311-22-00005 静岡

61 木下 翔太郎 きのした しょうたろう 男 愛知県 29 愛知県 623-22-00005 愛知

62 杉山 太一 すぎやま たいいち 男 静岡県 38 静岡県 622-00-08176 静岡

63 枡田 貴理丸 ますだ きりまる 男 愛知県 26 三重県 624-19-00015 三重

64 森嶋 良太 もりしま りょうた 男 東京都 21 学連 U13-21-00010 静岡

65 水野 泉之介 みずの なみのすけ 男 愛知県 23 愛知県 623-19-00240 愛知

66 淺井 邦人 あさい くにひと 男 静岡県 42 静岡県 622-18-00003 静岡

67 湯村 天星 ゆむら たかとし 男 岐阜県 23 岐阜県 621-18-00035 岐阜

68 筒井 海翔 つつい かいと 男 愛知県 22 学連 U23-19-00010 岐阜

69 谷口 白羽 たにぐち しるば 男 三重県 28 三重県 624-20-00037 三重

70 飯田 景士郎 いいだ けいしろう 男 愛知県 20 学連 U23-21-00022 愛知


