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19 名古屋学院大学 伊東寛貴

20 名古屋学院大学 岩渕健太

17 中部大学 古井尚貴

18 名古屋学院大学 伊藤稜太

15 中部大学 阪亮輔

16 中部大学 森遥洋

13 中部大学 堀田順平

14 中部大学 岡田健汰

11 中京学院大学 田原龍也

12 中京大学 中西鷹佑

9 中京学院大学 山本裕二

10 中京学院大学 宮口響

7 静岡大学 藁科裕一

8 静岡大学 丹羽勇太

5 愛知教育大学 室生穂

6 愛知工業大学 小林良平

3 愛知教育大学 寿崎健人

4 愛知教育大学 堀海斗

1 愛知教育大学 奥田一輝

2 愛知教育大学 神田侑亮

42 南山大学 池崎匠

41 南山大学 遠山貴駿

44 南山大学 脇田直哉

43 南山大学 中嶋桂吾

46 日本福祉大学 濱涼太

45 日本福祉大学 贄岳裕

48 日本福祉大学 坂本聖弥

47 日本福祉大学 大橋佑斗

50 三重大学 久保杜

49 日本福祉大学 山田涼

52 愛知学院大学 松村舞花

51 三重大学 小島勇哉

54 愛知工業大学 小林瑞季

53 愛知教育大学 杉浦七海

56 静岡大学 中田美悠

55 愛知工業大学 松本静香

58 中京学院大学 児玉柚那

57 静岡大学 杉本亜沙香

60 中京大学 笹川真子

59 中京学院大学 児玉妃那

22 名古屋学院大学 衣川侑希

21 名古屋学院大学 松村飛鳥

24 名古屋工業大学 村井和樹

23 名古屋工業大学 宮島和希

26 名古屋商科大学 今吉湧水

25 名古屋工業大学 原田悠輝

28 名古屋商科大学 林航暉

27 名古屋商科大学 三枝秀彰

30 名古屋市立大学 谷川諒伍

29 名古屋商科大学 都築諒

32 名古屋大学 鷲田健斗

31 名古屋大学 浅野圭亮

34 名古屋大学 永坂光正

33 名古屋大学 稲元柊

36 名古屋大学 太田敦大

35 名古屋大学 今津佑介

38 南山大学 田中裕人

37 南山大学 新居正也

40 南山大学 長野滉大

39 南山大学 奥村涼

62 中部大学 世古美鈴

61 中京大学 若原孝実

64 中部大学 神谷瑠衣

63 中部大学 伊東理紗

66 名古屋学院大学 駒田智凡

65 中部大学 山内菜々子

68 名古屋市立大学 舘美樹子

67 名古屋学院大学 野澤ななみ

70 南山大学 稲垣映奈

69 名古屋市立大学 佐藤美穂

72 南山大学 大西琴子

71 南山大学 牧之瀬詩音

麻生美紗子

74 日本福祉大学 岡本帆波

73 南山大学 栗田和佳
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受講日 ４月２９日（土）

77 順天堂大学三島 市川日華

76 日本福祉大学 泉毬乃

75 日本福祉大学
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2 愛知学院大学 山口太輝

1 愛知学院大学 福岡進介

4 愛知学院大学 小河路翔

3 愛知学院大学 豊田智明

6 愛知学院大学 澤田颯大

5 愛知学院大学 北條廣大

8 愛知学院大学 小田井拓馬

7 愛知学院大学 松浦秀

10 愛知県立大学 杉浦隆介

9 愛知県立大学 加藤敦也

12 愛知大学 犬塚成哉

11 愛知大学 朝倉拓朗

14 愛知大学 石黒慎太郎

13 愛知大学 菅詠将

16 朝日大学 葭原晴昇

15 愛知大学 小石裕貴

18 朝日大学 大住修平

17 朝日大学 高橋巧美

20 朝日大学 大城秀太

19 朝日大学 浅井優也

22 岐阜大学 廣瀬竜一

21 岐阜大学 戸崎大介

24 岐阜大学 鈴木雄登

23 岐阜大学 森俊貴

26 岐阜大学 石川和成

25 岐阜大学 後藤圭太

28 名古屋学院大学 亀谷泰広

27 岐阜大学 伊藤巧

30 名古屋大学 鈴木雄太郎

29 名古屋学院大学 清水拓実

32 名古屋大学 淡路大優

31 名古屋大学 中村明慈

34 名古屋大学 畑野勝

33 名古屋大学 森田渉平

36 南山大学 古江瞭汰

35 名古屋大学 藤井渉

38 名城大学 荻野智裕

37 南山大学 山下敦也

40 名城大学 村田登威

39 名城大学 北川雄大

42 愛知工業大学 喜納美空

41 愛知工業大学 上田真実

44 愛知淑徳大学 戸田みのり

43 愛知淑徳大学 林香乃加

46 愛知大学 佐藤初音

45 愛知淑徳大学 加藤愛梨

48 愛知大学 杉浦理香

47 愛知大学 杉浦琴美

50 朝日大学 李欣然

49 愛知大学 加藤維

52 朝日大学 牧野圭純

51 朝日大学 岩田明峰

54 岐阜大学 荒本真珠愛

53 岐阜大学 安井真由子

56 椙山女学園大学 田上真帆

55 椙山女学園大学 高尾悠莉

58 椙山女学園大学 石本千夏

57 椙山女学園大学 鈴木沙季

60 名古屋大学 中村若菜

59 名古屋学院大学 丹羽綾乃

62 南山大学 新美舞子

61 南山大学 関尾茉美

受講日 ４月３０日（日）

65 名城大学 深谷季那

64 名城大学 鈴木まよ

63 名城大学 古賀愛菜


