
鷲巣　祥久 中京大学 鷲巣 鷲巣.大塚 1 鈴木　基方 佐鳴台ＬＴＣ

大塚　真樹 中京大学 大塚 . 佐野　悠葵 愛知学院大学

1 鷲巣.大塚 鈴木.佐野 17

二宮　功至 浜松市立高校 二宮 二宮.横山 81 85 伊藤　雅典 浜松ホトニクス

横山　悠斗 浜松市立高校 横山 . 3 二宮.横山 長谷川.岡部 20 横井　涼 浜松ホトニクス

清水　亮迪 浜松ﾎﾄﾆｸｽ 清水 清水.小杉 W.O 97 長谷川　誠 NWTC

小杉　凌生 浜松ﾎﾄﾆｸｽ 小杉 . 1 鷲巣.大塚 坂本.小沼 24 岡部　英寿 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ

大庭　洋信 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ 大庭 大庭.大池 82 84 宇津山　勇太 ＯＴＣ

大池　立起 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ 大池 . 5 大庭.大池 宇津山.山崎 21 山崎　元希 ＯＴＣ

中村　隆文 佐鳴台ＬＴＣ 中村 中村.大場 85 97 加藤　勝彦 浜松ホトニクス

大場　巧士 Wish　ＴＣ 大場 . 8 山本.今井田 坂本.小沼 24 沖田　陽介 浜松ホトニクス

82 82

山本　諒 ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ 山本 山本.今井田 1 32 坂本　光 青山学院大学

今井田　光流 浜松工業高校 今井田 . 鷲巣.大塚 田中.増田 小沼　瑞季 中京大学

鈴木　啓剛 ＷｉｓｈＴＣ 鈴木 鈴木.中村 84 86 日向　俊介 ｱｵﾔﾏｽﾎﾟｰﾂ

中村　翔 浜松ﾎﾄﾆｸｽ 中村 . 古橋　弘章 ｱｵﾔﾏｽﾎﾟｰﾂ

9 鈴木.中村 太田.河村 27

内山　晃 浜松市立高校 内山 内山.鈴木 97 85 太田　京吾 浜松工業高校

鈴木　朝日 浜松市立高校 鈴木 . 11 内山.鈴木 太田.河村 27 河村　耕平 浜松工業高校

濱田　啓佑 ﾔﾏﾊ発動機 濱田 濱田.大津 82 97 橋本　一太 ｽｽﾞｷＴＣ

大津　豊晴 ﾔﾏﾊ発動機 大津 . 16 高柳.吉川 田中.増田 32 鈴木　寛史 ｽｽﾞｷＴＣ

山下　泰弘 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｰﾌﾟ 山下 山下.青嶋 84 83 宮崎　祐一 ＯＴＣ

青嶋　浩千 萩丘ＴＣ 青嶋 . 14 木村.石川 宮崎.宮崎 29 片山　理 ＯＴＣ

木村　海都 城北工業高校 木村 木村.石川 W.O 82 福田　健太郎 ＮＷＴＣ

石川　蓮 城北工業高校 石川 . 16 高柳.吉川 田中.増田 32 足立　潤 サーラ

80 97

高柳　希旭 中京大学 高柳 高柳.吉川 田中　諒弥 ＴＡＳ

吉川　海渡 中京大学 吉川 . 増田　兆孝 グリーンヒルＴＣ

男子補欠

村上　僚 ＳＴＡＣ

長谷川隆之介 ＳＴＡＣ

広金　和則 いっ球

森　靖浩 ＯＴＣ
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山口　恵実 浜松信用金庫

竹村　美紀 浜松信用金庫 1 山口.竹村

小渡ちなみ ＯＴＣ 84

吉見裕子 ＯＴＣ 4 岡本.伊原

戸田莉央奈 浜松南高校 84

権田笑奈 浜松南高校 4 岡本.伊原

岡本　祐恵 アオヤマクラブ 82

伊原　祐子 サーラスポーツ 5 馬渕.鈴木

馬渕　麻実 ブレスパティオ 97

鈴木　渚左 Wish TC 5 馬渕.鈴木

小池　孝子 ＮＷＴＣ 81

森上佳代子 プラムカット 5 馬渕.鈴木

山本　八重子 ＯＴＣ 82

山崎　光夏 ＯＴＣ 8 長尾.吉見

長尾成美 ｱｵﾔﾏｸﾗﾌﾞ 82

吉見沙耶 Ｓ.Ｔ.Ａ.Ｃ

大塲亮介 高砂香料

田中義弘 高砂香料 2 鈴木.岡田

鈴木　伸彦 ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ 81

岡田　樹義 ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ 3 鈴木.寺田

鈴木歩 高砂香料 83

寺田孝弘 高砂香料 3 鈴木.寺田

梅田　享司 袋井クラウン 86

高柳　雅人 ﾏｲﾝﾄﾞｻﾝ
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