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奥澤　伊織            ｵｸｻﾞﾜ ｲｵﾘ               仁川学院中学 中学（3）1 28208

堤　啓司郎            ﾂﾂﾐ ｹｲｼﾛｳ               社高校 高校（3）2 28321

八十原　洋            ﾔｿﾊﾗ ﾖｳ                 西脇工業高校 高校（3）3 28380

有留　愛樹            ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ             市立尼崎高校 高校（2）4 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（1）5 28507

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（1）6 28602

太田　　響            ｵｵﾀ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）7 28602

冨田　圭人            ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ                 市川高校 高校（2）8 28602

沖田　志温            ｵｷﾀ ｼｵﾝ                 市川高校 高校（3）9 28602

濱田　　真            ﾊﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ                関西学院高等 高校（1）10 28603

岡　　優希            ｵｶ ﾕｳｷ                  関西学院高等 高校（1）11 28603

武中絢太郎            ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ              関西学院高等 高校（2）12 28603

本田　敦大            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ               関西学院高等 高校（1）13 28603

芝本　尚也            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ               関西学院高等 高校（3）14 28603

山本　瑛士            ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ                関西学院高等 高校（3）15 28603

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院高等 高校（1）16 28603

吉村　賢斗            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ                関西学院高等 高校（1）17 28603

開田　大誠            ｶｲﾀﾞ ﾀｲｾｲ               関西学院高等 高校（3）18 28603

玉串　悠馬            ﾀﾏｸｼ ﾊﾙﾏ                仁川学院高校 高校（2）19 28623

久保　慶悟            ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ                仁川学院高校 高校（1）20 28623

下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                雲雀丘学園高 高校（1）21 28631

鳥取　賢人            ﾄｯﾄﾘ ｹﾝﾄ                雲雀丘学園高 高校（3）22 28631

米原　頼胤            ﾖﾈﾊﾗ ﾖﾘﾀﾈ               雲雀丘学園高 高校（2）23 28631

中野　弘基            ﾅｶﾉ ｺｳｷ                 飾磨東中学 中学（2）24 28669

白井　右京            ｼﾗｲ ｳｷｮｳ                飾磨東中学 中学（3）25 28669

黒田　智広            ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ               飾磨東中学 中学（2）26 28669

吉井　奎登            ﾖｼｲ ｹｲﾄ                 イトマン川西 小学（6）27 28801

稲津　楢大            ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              イトマン川西 小学（4）28 28801

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（1）29 28801

佐藤　英次            ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                イトマン川西 小学（5）30 28801

大山　起瑠            ｵｵﾔﾏ ｷﾘｭｳ               イトマン川西 小学（4）31 28801

南殿　康喜            ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ               イトマン川西 小学（3）32 28801

山田　欽太            ﾔﾏﾀﾞ ｷﾝﾀ                イトマン川西 中学（2）33 28801

伊藤虹太朗            ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン川西 小学（3）34 28801

渡邊　洸輝            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ               明石ＳＳ 小学（5）35 28804

立花　唯翔            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾄ               明石ＳＳ 中学（3）36 28804

松岡　健太            ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ                明石ＳＳ 小学（4）37 28804

泉　　昂志            ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ                明石ＳＳ 小学（5）38 28804

盛山　　遼            ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ                明石ＳＳ 中学（1）39 28804

中堀　晃希            ﾅｶﾎﾘ ｺｳｷ                明石ＳＳ 中学（3）40 28804

足立　勇輝            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ                明石ＳＳ 中学（3）41 28804

角野　智哉            ｽﾐﾉ ﾄﾓﾔ                 明石ＳＳ 中学（3）42 28804

當麻　琉偉            ﾄｳﾏ ﾙｲ                  明石ＳＳ 中学（3）43 28804

大西　友悟            ｵｵﾆｼ ﾕｳｺﾞ               明石ＳＳ 小学（6）44 28804

惣輪　　温            ｿﾜ ｱﾂｷ                  明石ＳＳ 小学（3）45 28804

上田遼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（1）46 28805

柴田　剛志            ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ                塚口ＳＳ 小学（5）47 28805

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 小学（5）48 28805

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 塚口ＳＳ 高校（2）49 28805
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和田　玲輝            ﾜﾀﾞ ﾚｲｷ                 塚口ＳＳ 小学（5）50 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（1）51 28805

福川　大悟            ﾌｸｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ             塚口ＳＳ 小学（4）52 28805

島田　雅貴            ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｷ                塚口ＳＳ 中学（3）53 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（2）54 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（1）55 28805

吉田　光佑            ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 小学（6）56 28805

前田　和輝            ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 高校（3）57 28805

東　　優希            ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ                塚口ＳＳ 小学（5）58 28805

松本　大典            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ              塚口ＳＳ 小学（5）59 28805

太田　亘紀            ｵｵﾀ ｺｳｷ                 塚口ＳＳ 小学（4）60 28805

大川　翔央            ｵｵｶﾜ ｼｮｳ                塚口ＳＳ 小学（5）61 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（4）62 28805

藤田　成善            ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾖｼ              市川洗心館 中学（3）63 28806

難波　和也            ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ               市川洗心館 中学（1）64 28806

宮本　吉人            ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾄ                市川洗心館 小学（6）65 28806

井上　巧豊            ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ                市川洗心館 小学（6）66 28806

水谷　蒼太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               市川洗心館 小学（5）67 28806

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 尼崎ＳＳ 小学（3）68 28808

塩道　永悟            ｼｵﾐﾁ ｴｲｺﾞ               尼崎ＳＳ 中学（2）69 28808

中島　朋也            ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ               尼崎ＳＳ 中学（1）70 28808

山本有希也            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ                尼崎ＳＳ 小学（6）71 28808

岩下健太郎            ｲﾜｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ              尼崎ＳＳ 小学（4）72 28808

幸尻　朝陽            ｺｳｼﾞﾘ ｱｻﾋ               尼崎ＳＳ 小学（4）73 28808

髙柳　光希            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ              尼崎ＳＳ 小学（3）74 28808

菅野　陽日            ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ三木 小学（3）75 28810

横山亜久里            ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ               ＪＳＳ三木 高校（1）76 28810

安福　拓海            ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ                ＪＳＳ三木 小学（3）77 28810

佐伯　栄太            ｻｴｷ ｴｲﾀ                 ＪＳＳ三木 小学（4）78 28810

加藤　優喜            ｶﾄｳ ﾕｳｷ                 ＪＳＳ三木 小学（5）79 28810

菅野　広大            ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 小学（5）80 28810

相原　光輔            ｱｲﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ              ＪＳＳ三木 中学（1）81 28810

井口　翔天            ｲｸﾞﾁ ﾄｱ                 ＪＳＳ三木 小学（3）82 28810

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               ＪＳＳ三木 高校（2）83 28810

柏原　　煌            ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ                ＮＳＩ清和台 高校（2）84 28812

増田　創大            ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 小学（5）85 28812

小森　海斗            ｺﾓﾘ ｶｲﾄ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）86 28812

斉藤　　慶            ｻｲﾄｳ ｹｲ                 ＮＳＩ清和台 小学（3）87 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）88 28812

信田　涼介            ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              コナミ東加古 中学（3）89 28814

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               コナミ東加古 小学（4）90 28814

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（3）91 28814

屋田　優太            ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾀ                コナミ東加古 小学（5）92 28814

松岡　優斗            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ                コナミ東加古 小学（5）93 28814

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 小学（5）94 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 小学（5）95 28814

細畠　周汰            ﾎｿﾊﾀ ｼｭｳﾀ               コナミ東加古 中学（2）96 28814

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 コナミ東加古 中学（2）97 28814

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              コナミ東加古 小学（4）98 28814
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田邉　大地            ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン神戸 高校（2）99 28815

岡　　航聖            ｵｶ ｺｳｾｲ                 イトマン神戸 小学（4）100 28815

徳丸　将大            ﾄｸﾏﾙ ｼｮｳ                イトマン神戸 中学（2）101 28815

鈴木洸之介            ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ              イトマン神戸 小学（5）102 28815

赤穂　泰斗            ｱｺｳ ﾋﾛﾄ                 イトマン神戸 中学（2）103 28815

上山　隆成            ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ              イトマン神戸 小学（6）104 28815

吉野　倖平            ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ                イトマン神戸 小学（4）105 28815

岡本　唯楓            ｵｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ               STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（5）106 28816

大堀　　航            ｵｵﾎﾘ ﾜﾀﾙ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）107 28816

大音　　瑛            ｵｵﾄ ｱｷﾗ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 高校（1）108 28816

岡本　璃旺            ｵｶﾓﾄ ﾘｵｳ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）109 28816

赤井　智紀            ｱｶｲ ﾄﾓｷ                 ＮＳＩ西紀 中学（1）110 28817

赤井　祐紀            ｱｶｲ ﾕｳｷ                 ＮＳＩ西紀 高校（1）111 28817

近藤　海愛            ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾗｲ               コナミ新長田 小学（4）112 28818

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               コナミ新長田 小学（6）113 28818

井尻　享冴            ｲｼﾞﾘ ﾋｮｳｺﾞ              コナミ新長田 小学（5）114 28818

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 小学（4）115 28820

田島　壱成            ﾀｼﾞﾏ ｲｯｾｲ               イトマン西宮 小学（4）116 28820

佐伯　未来            ｻｴｷ ﾐﾗｲ                 イトマン西宮 中学（3）117 28820

内本　　翼            ｳﾁﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               イトマン西宮 中学（2）118 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 小学（4）119 28820

大西　貫太            ｵｵﾆｼ ｶﾝﾀ                イトマン西宮 小学（5）120 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 小学（4）121 28820

西谷　尚起            ﾆｼﾀﾆ ﾅｵｷ                イトマン西宮 中学（2）122 28820

廣瀬　友海            ﾋﾛｾ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（5）123 28820

安元　将馬            ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾏ               イトマン西宮 小学（5）124 28820

小島　翠斗            ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ                イトマン西宮 小学（5）125 28820

久保　賢悟            ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ                イトマン西宮 小学（6）126 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 小学（6）127 28820

吉武勇太朗            ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ              イトマン西宮 小学（6）128 28820

小島　琉羽            ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳｳ               イトマン西宮 小学（3）129 28820

岡崎　啓太            ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ               イトマン西宮 小学（4）130 28820

有友　俊平            ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ             イトマン西宮 小学（4）131 28820

八田　圭人            ﾊｯﾀ ｹｲﾄ                 イトマン西宮 小学（6）132 28820

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 小学（4）133 28820

重見　拓丈            ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ               イトマン西宮 小学（5）134 28820

飯塚　海斗            ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾄ               姫路スポーツ 小学（5）135 28822

山中　裕介            ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ               姫路スポーツ 小学（4）136 28822

中浦　光紀            ﾅｶｳﾗ ﾐﾂｷ                姫路スポーツ 小学（4）137 28822

髙瀬　慶太            ﾀｶｾ ｹｲﾀ                 姫路スポーツ 小学（6）138 28822

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 小学（4）139 28822

山下　諒馬            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ               コナミ西宮 小学（5）140 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 小学（4）141 28824

大畑　悠眞            ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞﾝ              コナミ西宮 小学（4）142 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（2）143 28824

牧野　佑飛            ﾏｷﾉ ﾕｳﾋ                 コナミ西宮 小学（6）144 28824

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（1）145 28824

江角　星来            ｴｽﾐ ｾｲﾗ                 コナミ西宮 小学（5）146 28824

川村　聖輝            ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ                コナミ西宮 高校（3）147 28824
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古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 小学（5）148 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 小学（4）149 28824

河口　和樹            ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ              コナミ西宮 小学（6）150 28824

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 小学（5）151 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（3）152 28825

平崎　翔太            ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ               コナミ明石 中学（2）153 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（4）154 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（3）155 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（5）156 28825

江口圭一郎            ｴｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ             ＮＳＩパール 高校（1）157 28826

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 小学（6）158 28826

上村　樹輝            ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭｷ               ＮＳＩパール 小学（5）159 28826

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 小学（6）160 28826

萩原　獅士            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾚｵ                ＮＳＩパール 小学（3）161 28826

神谷　優輝            ｶﾐﾔ ﾕｳｷ                 ＮＳＩパール 小学（3）162 28826

村上　徹平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ＮＳＩパール 小学（3）163 28826

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 本山ＳＳ 中学（3）164 28828

田附遼太郎            ﾀﾂﾞｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ             本山ＳＳ 中学（2）165 28828

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             本山ＳＳ 中学（3）166 28828

磯部　怜大            ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               本山ＳＳ 中学（3）167 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                本山ＳＳ 高校（3）168 28828

瀬戸内蒼馬            ｾﾄｳﾁ ｿｳﾏ                本山ＳＳ 小学（6）169 28828

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）170 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）171 28829

村木　　力            ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）172 28829

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（4）173 28829

山形　侑輝            ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）174 28829

吉田　亮世            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 中学（2）175 28829

中西　　奏            ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）176 28829

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（4）177 28829

藤川　遥輝            ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙｷ               神戸北須磨ST 小学（6）178 28830

瀬戸口孔晴            ｾﾄｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              ＫＴＶ垂水 小学（5）179 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（2）180 28831

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（1）181 28831

池田康太郎            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              ＫＴＶ垂水 中学（2）182 28831

前田　悠太            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＫＴＶ垂水 小学（6）183 28831

近谷　優毅            ｺﾝﾔ ﾕｳｷ                 ＪＳＳ御影 中学（2）184 28833

永井俐馳亜            ﾅｶﾞｲ ﾘﾁｱ                ＪＳＳ御影 小学（3）185 28833

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＪＳＳ御影 中学（2）186 28833

黒塚　陸人            ｸﾛﾂｶ ﾘｸﾄ                ＪＳＳ御影 中学（2）187 28833

福田　拓人            ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾄ                ＪＳＳ御影 小学（5）188 28833

岡崎　　光            ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）189 28835

木俵　悠斗            ｷﾀﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）190 28835

鉄川侑之介            ﾃﾂｶﾜ ﾕｳﾉｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）191 28835

髙橋　悠斗            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）192 28835

小池　貴之            ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）193 28835

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）194 28835

東田颯太朗            ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ            ＳＡ六甲道 小学（5）195 28837

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 小学（5）196 28837
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後藤　佑進            ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ               ＳＡ六甲道 小学（3）197 28837

服部　亮平            ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳﾍｲ              姫路ＳＳ 高校（2）198 28838

三木　秀輔            ﾐｷ ｼｭｳｽｹ                姫路ＳＳ 高校（1）199 28838

前川　　龍            ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳ                姫路ＳＳ 高校（1）200 28838

中田　　耀            ﾅｶﾀﾞ ﾋｶﾙ                姫路ＳＳ 小学（6）201 28838

佐藤　大空            ｻﾄｳ ｿﾗ                  姫路ＳＳ 小学（4）202 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 中学（1）203 28838

田中　宏樹            ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ                 姫路ＳＳ 高校（2）204 28838

岸部紳太朗            ｷｼﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ              コパン須磨 小学（5）205 28839

丸山　達也            ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ                ＮＳＩ舞子 中学（3）206 28840

重村　　優            ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ                ＮＳＩ舞子 高校（3）207 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             ＮＳＩ舞子 中学（1）208 28840

辻阪　昭弘            ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ              ＮＳＩ舞子 小学（4）209 28840

松原　快克            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶﾂ              ＮＳＩ舞子 中学（3）210 28840

長谷川大也            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾔ              ＪＳＳ川西 高校（1）211 28843

原口ああさ            ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｱｻ               ＪＳＳ川西 中学（3）212 28843

瀬戸　慎平            ｾﾄ ｼﾝﾍﾟｲ                ＪＳＳ川西 中学（3）213 28843

萩原　亮斗            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ              西脇天神池 小学（6）214 28845

明石涼太朗            ｱｶｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ              ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（3）215 28847

大橋　空翔            ｵｵﾊｼ ｿﾗ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学（5）216 28847

岡　　魁里            ｵｶ ｶｲﾘ                  ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）217 28847

福田　光希            ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ                ＳＵＮ姫路 小学（6）218 28848

徳原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳニホー 小学（4）219 28849

田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（4）220 28849

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）221 28849

津田　悠斗            ﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）222 28849

山内　佑真            ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾏ                ＪＳＳニホー 小学（4）223 28849

連田承太郎            ﾚﾝﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             ＪＳＳニホー 小学（4）224 28849

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（5）225 28849

津田　陸斗            ﾂﾀﾞ ﾘｸﾄ                 ＪＳＳニホー 中学（1）226 28849

玉井　稜人            ﾀﾏｲ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 中学（3）227 28849

鈴木　優真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                彩華ＳＣ 小学（5）228 28851

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               彩華ＳＣ 中学（2）229 28851

竹内　寛太            ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ                彩華ＳＣ 中学（3）230 28851

岡原　快斗            ｵｶﾊﾗ ｶｲﾄ                ＪＳＳ妙法寺 小学（4）231 28852

宮平淳太郎            ﾐﾔﾋﾗ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ            ＪＳＳ妙法寺 中学（2）232 28852

岡田　誠也            ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ                ＪＳＳ妙法寺 中学（3）233 28852

佐藤　晴一            ｻﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ                ＪＳＳ妙法寺 中学（3）234 28852

藤澤　瑞輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ              ＪＳＳ妙法寺 中学（2）235 28852

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 ＪＳＳ妙法寺 中学（3）236 28852

藤澤　響輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾋﾞｷ              ＪＳＳ妙法寺 小学（4）237 28852

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                伊丹有岡ＳＳ 小学（3）238 28855

ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝 ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            伊丹有岡ＳＳ 中学（1）239 28855

近間俊之介            ﾁｶﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ              伊丹有岡ＳＳ 小学（3）240 28855

今仲　達貴            ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）241 28855

飯野　　碧            ｲｲﾉ ｱｵｲ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）242 28855

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）243 28855

近間　洋介            ﾁｶﾏ ﾖｳｽｹ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）244 28855

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               伊丹有岡ＳＳ 小学（4）245 28855
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山根　力丸            ﾔﾏﾈ ﾘｷﾏﾙ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）246 28855

平松　一真            ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）247 28855

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                神鉄ＳＳ 小学（4）248 28857

芝　　玄守            ｼﾊﾞ ｸﾛｽ                 神鉄ＳＳ 小学（5）249 28857

藤井　聖矢            ﾌｼﾞｲ ｾｲﾔ                神鉄ＳＳ 中学（1）250 28857

矢野瑛太郎            ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ                神鉄ＳＳ 中学（2）251 28857

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               コナミ三田 小学（3）252 28860

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 小学（6）253 28860

古川　翔夢            ﾌﾙｶﾜ ﾄﾑ                 コナミ三田 小学（5）254 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（3）255 28860

木野内克哉            ｷﾉｳﾁ ｶﾂﾔ                コナミ三田 小学（4）256 28860

伊藤　　駿            ｲﾄｳ ｼｭﾝ                 コナミ三田 高校（1）257 28860

木下　成慈            ｷﾉｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ             ＳＵＮ太子 高校（1）258 28862

藤井　隼大            ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝﾀ               ＳＵＮ太子 小学（6）259 28862

長濱　温樹            ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ               ナイスＳＰ 中学（2）260 28864

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                尼崎市スポ振 高校（3）261 28865

藤本　蒼史            ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｵｼ               尼崎市スポ振 高校（2）262 28865

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 中学（2）263 28865

宇井　翔斗            ｳｲ ｼｮｳﾄ                 尼崎市スポ振 中学（2）264 28865

大谷　圭翼            ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ               ＳＵＮ加西 中学（1）265 28866

篠塚　雄多            ｼﾉﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＳＵＮ加西 小学（6）266 28866

小林　博斗            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ加西 小学（5）267 28866

川野　泰雅            ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ                ＳＵＮ加西 小学（4）268 28866

岡﨑　悠太            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ             ＧＵＮＺＥ 高校（2）269 28867

藤井　幹太            ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ                ＪＳＳ大久保 高校（2）270 28869

松尾　　海            ﾏﾂｵ ｶｲ                  ＪＳＳ大久保 小学（5）271 28869

廣川　晃平            ﾋﾛｶﾜ ｺｳﾍｲ               ＪＳＳ大久保 高校（2）272 28869

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               ＪＳＳ大久保 高校（1）273 28869

津田　翔馬            ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾏ                ＪＳＳ大久保 中学（1）274 28869

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                ＪＳＳ大久保 中学（1）275 28869

上北　裕翔            ｳｴｷﾀ ﾋﾛﾄ                ＪＳＳ大久保 小学（6）276 28869

大杉　　輝            ｵｵｽｷﾞ ﾋｶﾙ               ＪＳＳ大久保 小学（5）277 28869

大森　達稀            ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ                ＪＳＳ大久保 小学（5）278 28869

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                ＪＳＳ大久保 小学（4）279 28869

廣澤　将真            ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ               ＪＳＳ大久保 小学（4）280 28869

木下　誠覇            ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ                ＪＳＳ大久保 小学（3）281 28869

吉田　　蓮            ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ                 ＪＳＳ大久保 小学（3）282 28869

破魔　翔舞            ﾊﾏ ｼｮｳﾏ                 ＪＳＳ大久保 小学（3）283 28869

大橋　　樹            ｵｵﾊｼ ﾀﾂｷ                武庫之荘ＳＳ 中学（3）284 28870

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               武庫之荘ＳＳ 小学（4）285 28870

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              武庫之荘ＳＳ 小学（6）286 28870

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＳＵＮ網干 中学（1）287 28872

小川　大和            ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ                ＳＵＮ網干 小学（4）288 28872

八十　　碧            ﾔｿ ｱｵｲ                  ＳＵＮ網干 小学（5）289 28872

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＳＵＮ網干 小学（4）290 28872

志築　良宇            ｼｽﾞｷ ﾗｳ                 イトマン三田 小学（4）291 28874

倉本　竜雅            ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ              イトマン三田 中学（3）292 28874

足立　仁翔            ｱﾀﾞﾁ ｼﾞﾝﾄ               イトマン三田 中学（2）293 28874

吉田　遼平            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              ＪＳＳ姫路 小学（6）294 28875
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小西　翔太            ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ                ＮＳＩ豊岡 小学（6）295 28876

松尾　祐紀            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 イトマン西神 小学（5）296 28880

島　　和輝            ｼﾏ ｶｽﾞｷ                 イトマン西神 小学（5）297 28880

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（2）298 28880

有満　大輔            ｱﾘﾐﾂ ﾀﾞｲｽｹ              イトマン西神 小学（5）299 28880

松尾　佳祐            ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ                イトマン西神 中学（1）300 28880

大磯　佑太            ｵｵｲｿ ﾕｳﾀ                イトマン西神 小学（6）301 28880

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                イトマン西神 小学（6）302 28880

奥野　　匠            ｵｸﾉ ﾀｸﾐ                 イトマン西神 小学（5）303 28880

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                MacS武庫川 小学（4）304 28881

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（5）305 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 中学（1）306 28881

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 小学（6）307 28881

松居　泰雅            ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ                MacS武庫川 小学（6）308 28881

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 中学（1）309 28881

宮田　一駿            ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄｼ               MacS武庫川 小学（5）310 28881

山本　　陸            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ                 エスポワＳＳ 小学（4）311 28882

衣川　心絃            ｷﾇｶﾞﾜ ｼﾝｹﾞﾝ             エスポワＳＳ 小学（6）312 28882

柳田　健伍            ﾔﾅｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ              こうでら 高校（3）313 28883

横治　健吾            ﾖｺｼﾞ ｹﾝｺﾞ               MacS加古川 小学（5）314 28887

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               MacS加古川 小学（4）315 28887

橋本　　陸            ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ                 MacS加古川 小学（4）316 28887

児嶋　利弘            ｺｼﾞﾏ ﾘｸ                 MacS加古川 小学（6）317 28887

武本　優志            ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ                MacS加古川 中学（1）318 28887

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                MacS加古川 小学（5）319 28887

辰　　風雅            ﾀﾂ ﾌｳｶﾞ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）320 28888

林　直志郎            ﾊﾔｼ ﾅｵｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（3）321 28888

吉田　伊織            ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）322 28888

原　　飛翔            ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（3）323 28888

近藤　璃空            ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）324 28888

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（3）325 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（4）326 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 小学（6）327 28892

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（4）328 28895

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（4）329 28895

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 小学（6）330 28898

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 小学（5）331 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 中学（1）332 28898

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（5）333 28898

廣本　佑馬            ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）334 28899

森下　竣介            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝｽｹ              ＪＳＳ北神戸 小学（4）335 28899

荻野　聡太            ｵｷﾞﾉ ｿｳﾀ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）336 28899

富田　蓮大            ﾄﾐﾀ ﾚｵ                  ＪＳＳ北神戸 小学（4）337 28899

直井進太郎            ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）338 28899

谷口　歩夢            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）339 28899

西田　琉依            ﾆｼﾀﾞ ﾙｲ                 ＪＳＳ北神戸 小学（3）340 28899

出羽　晃也            ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）341 28899

増本　一真            ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾏ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）342 28899

泉　　　弦            ｲｽﾞﾐ ｹﾞﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）343 28899
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大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                ＪＳＳ北神戸 高校（1）344 28899

芦原　寛治            ｱｼﾊﾗ ｶﾝｼﾞ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）345 28899

小野　　航            ｵﾉ ﾜﾀﾙ                  ＰＳＫ 小学（3）346 28900

古西　龍空            ｺﾆｼ ﾘｭｳｸ                ＰＳＫ 小学（5）347 28900

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 小学（6）348 28901

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 小学（6）349 28901

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                Ａｑ神河 中学（2）350 28903

中川　育海            ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ               Ａｑ相生 小学（4）351 28904

福本　康顕            ﾌｸﾓﾄ ﾔｽｱｷ               Ａｑ相生 小学（5）352 28904

髙瀨　賢伸            ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ相生 高校（1）353 28904

田口　和輝            ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               ＳＵＮ山崎 小学（4）354 28909

廣岡　優弥            ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ                赤穂ＳＳ 小学（5）355 28910

山口　誉斗            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ               赤穂ＳＳ 小学（6）356 28910

小倉　弘大            ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀ                赤穂ＳＳ 小学（5）357 28910

森下　翔太            ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ               NSI南あわじ 高校（1）358 28912

島田　拓実            ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ                NSI南あわじ 中学（1）359 28912

山口翔輝夜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾔ               NSI南あわじ 小学（5）360 28912

津田　悠生            ﾂﾀﾞ ﾕｳ                  NSI南あわじ 小学（5）361 28912

森本　祐嘉            ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶﾞ               Ａｑ新宮 高校（2）362 28913

前田　樹志            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂｼ                Ａｑ新宮 高校（1）363 28913

峰行晃太朗            ﾐﾈﾕｷ ｺｳﾀﾛｳ              神戸北町Vivo 中学（1）364 28914

鼻　　佑輔            ﾊﾅ ﾕｳｽｹ                 洲本ＳＰ 小学（6）365 28916

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                ベイ板宿ＳＳ 中学（3）366 28920

藤原　拓人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）367 28921

藤原　大地            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）368 28921

西村　心結            ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）369 28921

岩﨑　渉真            ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾏ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）370 28921

藤井　翔太            ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ               高室池ＳＣ 小学（4）371 28922

岸本　大季            ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               高室池ＳＣ 中学（2）372 28922

北野　将大            ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）373 28923

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（3）374 28923
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奥澤　伊織            ｵｸｻﾞﾜ ｲｵﾘ               仁川学院中学 中学（3）1 28208

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（1）2 28309

井戸　隼人            ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ                 姫路商業高校 高校（2）3 28309

幌村　　尚            ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ                 西脇工業高校 高校（2）4 28380

八十原　洋            ﾔｿﾊﾗ ﾖｳ                 西脇工業高校 高校（3）5 28380

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）6 28507

有留　愛樹            ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ             市立尼崎高校 高校（2）7 28507

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（1）8 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（1）9 28507

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                尼崎双星高校 高校（1）10 28518

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（1）11 28602

丸山　栄一            ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁ               市川高校 高校（3）12 28602

破戸　勇人            ﾊﾄ ﾕｳﾄ                  関西学院高等 高校（3）13 28603

大城戸健太            ｵｵｷﾄﾞ ｹﾝﾀ               関西学院高等 高校（3）14 28603

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院高等 高校（1）15 28603

藤田　淳平            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            関西学院高等 高校（2）16 28603

芝本　尚也            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ               関西学院高等 高校（3）17 28603

齊藤　大介            ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ              関西学院高等 高校（2）18 28603

上田　　海            ｳｴﾀﾞ ｶｲ                 関西学院高等 高校（3）19 28603

岡　　優希            ｵｶ ﾕｳｷ                  関西学院高等 高校（1）20 28603

吉村　賢斗            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ                関西学院高等 高校（1）21 28603

山本　瑛士            ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ                関西学院高等 高校（3）22 28603

岩橋　佑真            ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ                関西学院高等 高校（2）23 28603

玉串　悠馬            ﾀﾏｸｼ ﾊﾙﾏ                仁川学院高校 高校（2）24 28623

久保　慶悟            ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ                仁川学院高校 高校（1）25 28623

下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                雲雀丘学園高 高校（1）26 28631

鳥取　賢人            ﾄｯﾄﾘ ｹﾝﾄ                雲雀丘学園高 高校（3）27 28631

澤西　大毅            ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ               飾磨東中学 中学（3）28 28669

村瀬立寿己            ﾑﾗｾ ﾀｽｷ                 飾磨東中学 中学（2）29 28669

白井　右京            ｼﾗｲ ｳｷｮｳ                飾磨東中学 中学（3）30 28669

岩永　大翔            ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ               飾磨東中学 中学（2）31 28669

中野　弘基            ﾅｶﾉ ｺｳｷ                 飾磨東中学 中学（2）32 28669

黒田　智広            ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ               飾磨東中学 中学（2）33 28669

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（1）34 28801

山田　欽太            ﾔﾏﾀﾞ ｷﾝﾀ                イトマン川西 中学（2）35 28801

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（2）36 28805

上田遼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（1）37 28805

吉田　光佑            ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 小学（6）38 28805

吉田　匠吾            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              塚口ＳＳ 高校（2）39 28805

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 塚口ＳＳ 高校（2）40 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（2）41 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（1）42 28805

前田　和輝            ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 高校（3）43 28805

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              塚口ＳＳ 中学（3）44 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（1）45 28805

麻生　柊斗            ｱｿｳ ｼｭｳﾄ                塚口ＳＳ 高校（3）46 28805

東　　優希            ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ                塚口ＳＳ 小学（5）47 28805

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                塚口ＳＳ 高校（3）48 28805

島田　雅貴            ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｷ                塚口ＳＳ 中学（3）49 28805
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降矢　　信            ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ                 塚口ＳＳ 高校（3）50 28805

上月　貴央            ｺｳﾂﾞｷ ﾀｶｵ               市川洗心館 中学（2）51 28806

藤田　成善            ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾖｼ              市川洗心館 中学（3）52 28806

難波　和也            ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ               市川洗心館 中学（1）53 28806

塩道　永悟            ｼｵﾐﾁ ｴｲｺﾞ               尼崎ＳＳ 中学（2）54 28808

山本有希也            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ                尼崎ＳＳ 小学（6）55 28808

縄井　健世            ﾅﾜｲ ｹﾝｾ                 ＪＳＳ三木 小学（6）56 28810

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               ＪＳＳ三木 高校（2）57 28810

横山亜久里            ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ               ＪＳＳ三木 高校（1）58 28810

柏原　　煌            ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ                ＮＳＩ清和台 高校（2）59 28812

小森　海斗            ｺﾓﾘ ｶｲﾄ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）60 28812

信田　涼介            ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              コナミ東加古 中学（3）61 28814

細畠　周汰            ﾎｿﾊﾀ ｼｭｳﾀ               コナミ東加古 中学（2）62 28814

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 コナミ東加古 中学（2）63 28814

松岡　優斗            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ                コナミ東加古 小学（5）64 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 小学（5）65 28814

赤穂　泰斗            ｱｺｳ ﾋﾛﾄ                 イトマン神戸 中学（2）66 28815

高橋　優輝            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                イトマン神戸 中学（2）67 28815

渡　　大樹            ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ                イトマン神戸 中学（2）68 28815

田邉　大地            ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン神戸 高校（2）69 28815

徳丸　将大            ﾄｸﾏﾙ ｼｮｳ                イトマン神戸 中学（2）70 28815

畑佐　真斗            ﾊﾀｻ ﾏﾅﾄ                 イトマン神戸 中学（2）71 28815

川崎　充哉            ｶﾜｻｷ ｱﾂﾔ                イトマン神戸 中学（1）72 28815

鳴尾　夢月            ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ                 イトマン神戸 小学（6）73 28815

大川　和真            ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾏ               イトマン神戸 中学（3）74 28815

上山　隆成            ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ              イトマン神戸 小学（6）75 28815

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 小学（6）76 28815

佐藤　　翼            ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）77 28816

吉野　優平            ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）78 28816

大堀　　航            ｵｵﾎﾘ ﾜﾀﾙ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）79 28816

赤井　祐紀            ｱｶｲ ﾕｳｷ                 ＮＳＩ西紀 高校（1）80 28817

赤井　智紀            ｱｶｲ ﾄﾓｷ                 ＮＳＩ西紀 中学（1）81 28817

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 小学（6）82 28820

小島　翠斗            ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ                イトマン西宮 小学（5）83 28820

重見　拓丈            ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ               イトマン西宮 小学（5）84 28820

佐伯　拓夢            ｻｴｷ ﾀｸﾑ                 イトマン西宮 高校（3）85 28820

佐伯　未来            ｻｴｷ ﾐﾗｲ                 イトマン西宮 中学（3）86 28820

棚村　匠瑛            ﾀﾅﾑﾗ ｼｮｳｴｲ              イトマン西宮 中学（1）87 28820

西谷　尚起            ﾆｼﾀﾆ ﾅｵｷ                イトマン西宮 中学（2）88 28820

久保　賢悟            ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ                イトマン西宮 小学（6）89 28820

内本　　翼            ｳﾁﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               イトマン西宮 中学（2）90 28820

髙瀬　稜太            ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ                姫路スポーツ 小学（6）91 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（6）92 28822

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（1）93 28824

江角　星来            ｴｽﾐ ｾｲﾗ                 コナミ西宮 小学（5）94 28824

小髙　滉人            ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ                コナミ西宮 高校（1）95 28824

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（2）96 28824

牧野　佑飛            ﾏｷﾉ ﾕｳﾋ                 コナミ西宮 小学（6）97 28824

平崎　翔太            ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ               コナミ明石 中学（2）98 28825
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西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（2）99 28825

井上　大空            ｲﾉｳｴ ｿﾗ                 コナミ明石 中学（2）100 28825

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 中学（2）101 28825

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 中学（3）102 28825

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 小学（6）103 28826

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 小学（6）104 28826

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（2）105 28826

南谷　泰志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ               ＮＳＩパール 小学（6）106 28826

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 本山ＳＳ 中学（3）107 28828

田附遼太郎            ﾀﾂﾞｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ             本山ＳＳ 中学（2）108 28828

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             本山ＳＳ 中学（3）109 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                本山ＳＳ 高校（3）110 28828

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ宝塚 高校（1）111 28829

藤川　遥輝            ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾙｷ               神戸北須磨ST 小学（6）112 28830

池田康太郎            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              ＫＴＶ垂水 中学（2）113 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 小学（6）114 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（2）115 28831

前田　悠太            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＫＴＶ垂水 小学（6）116 28831

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（1）117 28831

竹内　　柊            ﾀｹｳﾁ ｼｭｳ                ＪＳＳ御影 中学（3）118 28833

黒塚　陸人            ｸﾛﾂｶ ﾘｸﾄ                ＪＳＳ御影 中学（2）119 28833

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＪＳＳ御影 中学（2）120 28833

近谷　優毅            ｺﾝﾔ ﾕｳｷ                 ＪＳＳ御影 中学（2）121 28833

三木　豪人            ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ                 ＪＳＳ御影 高校（1）122 28833

正原　滉大            ｼｮｳﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ             ＪＳＳ御影 高校（1）123 28833

岡田　瞬介            ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）124 28835

岡崎　　光            ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）125 28835

鉄川侑之介            ﾃﾂｶﾜ ﾕｳﾉｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）126 28835

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 小学（5）127 28837

東田颯太朗            ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ            ＳＡ六甲道 小学（5）128 28837

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 中学（1）129 28838

中田　　耀            ﾅｶﾀﾞ ﾋｶﾙ                姫路ＳＳ 小学（6）130 28838

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（1）131 28838

三木　秀輔            ﾐｷ ｼｭｳｽｹ                姫路ＳＳ 高校（1）132 28838

長堂　光汰            ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ              ＮＳＩ舞子 中学（2）133 28840

重村　　優            ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ                ＮＳＩ舞子 高校（3）134 28840

丸山　達也            ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ                ＮＳＩ舞子 中学（3）135 28840

松原　快克            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶﾂ              ＮＳＩ舞子 中学（3）136 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             ＮＳＩ舞子 中学（1）137 28840

萩原　亮斗            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ              西脇天神池 小学（6）138 28845

福田　光希            ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ                ＳＵＮ姫路 小学（6）139 28848

林　　亮太            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                ＳＵＮ姫路 小学（6）140 28848

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                ＳＵＮ姫路 中学（1）141 28848

山岡　稜司            ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳｼﾞ              ＳＵＮ姫路 中学（3）142 28848

津田　陸斗            ﾂﾀﾞ ﾘｸﾄ                 ＪＳＳニホー 中学（1）143 28849

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（5）144 28849

三宅　諒弥            ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾔ                ＪＳＳニホー 中学（1）145 28849

鈴木　優真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                彩華ＳＣ 小学（5）146 28851

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                彩華ＳＣ 中学（2）147 28851
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松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               彩華ＳＣ 中学（2）148 28851

岡田　誠也            ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ                ＪＳＳ妙法寺 中学（3）149 28852

佐藤　晴一            ｻﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ                ＪＳＳ妙法寺 中学（3）150 28852

平松　一真            ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）151 28855

今仲　達貴            ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）152 28855

近間　洋介            ﾁｶﾏ ﾖｳｽｹ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）153 28855

東海　晶大            ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ               伊丹有岡ＳＳ 中学（2）154 28855

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）155 28855

重永　聡真            ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ              神鉄ＳＳ 中学（1）156 28857

萩原　悠希            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ               神鉄ＳＳ 中学（3）157 28857

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               神鉄ＳＳ 高校（2）158 28857

簑田　一輝            ﾐﾉﾀ ｶｽﾞｷ                神鉄ＳＳ 中学（3）159 28857

井上　楓代            ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ              神鉄ＳＳ 高校（2）160 28857

矢野瑛太郎            ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ                神鉄ＳＳ 中学（2）161 28857

友武　　涼            ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ                コナミ三田 高校（1）162 28860

古川　翔夢            ﾌﾙｶﾜ ﾄﾑ                 コナミ三田 小学（5）163 28860

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 小学（6）164 28860

今田　翔唯            ｲﾏﾀﾞ ｶｲ                 コナミ三田 小学（6）165 28860

長濱　温樹            ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ               ナイスＳＰ 中学（2）166 28864

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 中学（3）167 28865

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 中学（2）168 28865

関川　　優            ｾｷｶﾞﾜ ﾕｳ                尼崎市スポ振 中学（2）169 28865

宇井　翔斗            ｳｲ ｼｮｳﾄ                 尼崎市スポ振 中学（2）170 28865

篠塚　雄多            ｼﾉﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＳＵＮ加西 小学（6）171 28866

木村　勇登            ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ＧＵＮＺＥ 高校（1）172 28867

岡﨑　悠太            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ             ＧＵＮＺＥ 高校（2）173 28867

上北　裕翔            ｳｴｷﾀ ﾋﾛﾄ                ＪＳＳ大久保 小学（6）174 28869

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                ＪＳＳ大久保 中学（1）175 28869

津田　翔馬            ﾂﾀﾞ ｼｮｳﾏ                ＪＳＳ大久保 中学（1）176 28869

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               ＪＳＳ大久保 高校（1）177 28869

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              武庫之荘ＳＳ 小学（6）178 28870

大橋　　樹            ｵｵﾊｼ ﾀﾂｷ                武庫之荘ＳＳ 中学（3）179 28870

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 ニスポ上郡 小学（6）180 28871

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＳＵＮ網干 中学（1）181 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 中学（3）182 28872

足立　仁翔            ｱﾀﾞﾁ ｼﾞﾝﾄ               イトマン三田 中学（2）183 28874

糊田　陸虎            ﾉﾘﾀ ﾘｸﾄ                 イトマン三田 中学（2）184 28874

福田　大智            ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン三田 中学（1）185 28874

酒見　崇太            ｻｶﾐ ｿｳﾀ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）186 28875

岩城　拓海            ｲﾜｷ ﾀｸﾐ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）187 28875

安田　夏唯            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ豊岡 中学（1）188 28876

松尾　佳祐            ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ                イトマン西神 中学（1）189 28880

神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 イトマン西神 小学（6）190 28880

小林　　源            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ              イトマン西神 中学（3）191 28880

大磯　佑太            ｵｵｲｿ ﾕｳﾀ                イトマン西神 小学（6）192 28880

木村　雄哉            ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ                 イトマン西神 中学（2）193 28880

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（2）194 28880

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                イトマン西神 小学（6）195 28880

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 中学（1）196 28881
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出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 中学（1）197 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 小学（6）198 28881

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  こうでら 高校（1）199 28883

石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（5）200 28883

和田　悠生            ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                 こうでら 中学（1）201 28883

佐々木る玖            ｻｻｷ ﾙｸ                  こうでら 中学（1）202 28883

松下　奨武            ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ              MacS加古川 中学（2）203 28887

武本　優志            ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ                MacS加古川 中学（1）204 28887

辰　　渉夢            ﾀﾂ ｱﾕﾑ                  Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）205 28888

林　甲子郎            ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）206 28888

吉田　伊織            ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）207 28888

原　　飛翔            ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（3）208 28888

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 小学（6）209 28892

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 中学（1）210 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 小学（6）211 28898

森安　奎太            ﾓﾘﾔｽ ｹｲﾀ                佐用ＳＳ 中学（2）212 28898

増本　一真            ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾏ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）213 28899

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 小学（6）214 28901

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 小学（6）215 28903

音崎　晃平            ｵﾄｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              Ａｑ相生 高校（1）216 28904

髙瀨　賢伸            ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ相生 高校（1）217 28904

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 中学（3）218 28904

井上　翔理            ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾘ               ＳＵＮ山崎 中学（3）219 28909

福居　賢太            ﾌｸｲ ｹﾝﾀ                 ＳＵＮ山崎 中学（1）220 28909

名村　太一            ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ                 ＳＵＮ山崎 中学（3）221 28909

高見　息吹            ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ山崎 中学（3）222 28909

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                赤穂ＳＳ 高校（1）223 28910

森下　翔太            ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ               NSI南あわじ 高校（1）224 28912

島田　拓実            ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ                NSI南あわじ 中学（1）225 28912

前田　樹志            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂｼ                Ａｑ新宮 高校（1）226 28913

森本　祐嘉            ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶﾞ               Ａｑ新宮 高校（2）227 28913

堀上　駿太            ﾎﾘｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ              ベイ板宿ＳＳ 中学（2）228 28920

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                ベイ板宿ＳＳ 中学（3）229 28920

酒井俊太朗            ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）230 28921

永井　　絃            ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）231 28921

中尾　　剛            ﾅｶｵ ｺﾞｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）232 28923

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（3）233 28923
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黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（2）1 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（1）2 28309

森中健太郎            ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路商業高校 高校（3）3 28309

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（1）4 28507

東谷　一輝            ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ             市立尼崎高校 高校（3）5 28507

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（2）6 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（1）7 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（2）8 28507

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）9 28507

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                尼崎双星高校 高校（1）10 28518

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（1）11 28602

大和　　航            ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾙ                 市川高校 高校（3）12 28602

古畑　海生            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ                市川高校 高校（1）13 28602

金田耕太郎            ｶﾅﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              関西学院高等 高校（1）14 28603

上田　　海            ｳｴﾀﾞ ｶｲ                 関西学院高等 高校（3）15 28603

小林　和貴            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ              関西学院高等 高校（2）16 28603

浜　　光史            ﾊﾏ ｺｳｼ                  関西学院高等 高校（1）17 28603

寺岡　恭平            ﾃﾗｵｶ ｷｮｳﾍｲ              雲雀丘学園高 高校（1）18 28631

當麻　琉偉            ﾄｳﾏ ﾙｲ                  明石ＳＳ 中学（3）19 28804

田中　大貴            ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ                明石ＳＳ 中学（3）20 28804

藤田　凌輔            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              明石ＳＳ 中学（3）21 28804

立花　彩翔            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ               明石ＳＳ 中学（1）22 28804

田中　柊里            ﾀﾅｶ ｼｭﾘ                 塚口ＳＳ 高校（1）23 28805

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              塚口ＳＳ 中学（3）24 28805

須波　佳吾            ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ                塚口ＳＳ 高校（2）25 28805

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（2）26 28805

埴岡　大晃            ﾊﾆｵｶ ﾋﾛｱｷ               市川洗心館 高校（1）27 28806

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（2）28 28806

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                尼崎ＳＳ 中学（1）29 28808

結城　陽介            ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ                ＮＳＩ清和台 中学（1）30 28812

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 中学（1）31 28814

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 小学（6）32 28815

川崎　充哉            ｶﾜｻｷ ｱﾂﾔ                イトマン神戸 中学（1）33 28815

渡　　大樹            ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ                イトマン神戸 中学（2）34 28815

吉村　匠世            ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ                イトマン神戸 中学（2）35 28815

畑佐　真斗            ﾊﾀｻ ﾏﾅﾄ                 イトマン神戸 中学（2）36 28815

岡部　圭哉            ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ                イトマン神戸 中学（1）37 28815

吉野　優平            ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）38 28816

棚村　匠瑛            ﾀﾅﾑﾗ ｼｮｳｴｲ              イトマン西宮 中学（1）39 28820

佐伯　拓夢            ｻｴｷ ﾀｸﾑ                 イトマン西宮 高校（3）40 28820

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（1）41 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（6）42 28822

浅野　颯太            ｱｻﾉ ｿｳﾀ                 コナミ西宮 中学（2）43 28824

和田信太郎            ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ               コナミ西宮 中学（2）44 28824

野々口慎也            ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ               コナミ西宮 高校（2）45 28824

酒井　睦渡            ｻｶｲ ﾁｶﾄ                 コナミ西宮 高校（2）46 28824

川村　聖輝            ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ                コナミ西宮 高校（3）47 28824

西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（2）48 28825

井上　大空            ｲﾉｳｴ ｿﾗ                 コナミ明石 中学（2）49 28825
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重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ明石 小学（6）50 28825

樽屋　賢汰            ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ                 コナミ明石 中学（1）51 28825

南谷　泰志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ               ＮＳＩパール 小学（6）52 28826

大阪　　拓            ｵｵｻｶ ﾋﾗｸ                ＪＳＳ宝塚 高校（2）53 28829

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）54 28829

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ宝塚 高校（1）55 28829

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 小学（6）56 28831

福井　秀明            ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ               ＪＳＳ御影 高校（2）57 28833

正原　滉大            ｼｮｳﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ             ＪＳＳ御影 高校（1）58 28833

竹内　　柊            ﾀｹｳﾁ ｼｭｳ                ＪＳＳ御影 中学（3）59 28833

竹内　　隼            ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ御影 小学（6）60 28833

黒田　涼介            ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）61 28835

黒田　陽生            ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｷ                ＳＡ六甲道 中学（3）62 28837

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 中学（2）63 28838

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（1）64 28838

田中　宏樹            ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ                 姫路ＳＳ 高校（2）65 28838

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                ＮＳＩ舞子 中学（2）66 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ舞子 高校（1）67 28840

山田　直樹            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                ＮＳＩ舞子 高校（2）68 28840

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ舞子 中学（3）69 28840

三宅　諒弥            ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾔ                ＪＳＳニホー 中学（1）70 28849

宮平淳太郎            ﾐﾔﾋﾗ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ            ＪＳＳ妙法寺 中学（2）71 28852

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（2）72 28855

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（2）73 28855

東海　晶大            ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ               伊丹有岡ＳＳ 中学（2）74 28855

駒井　慶輔            ｺﾏｲ ｹｲｽｹ                神鉄ＳＳ 中学（2）75 28857

井上　楓代            ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ              神鉄ＳＳ 高校（2）76 28857

今田　翔唯            ｲﾏﾀﾞ ｶｲ                 コナミ三田 小学（6）77 28860

奥谷　　仁            ｵｸﾀﾆ ｼﾞﾝ                コナミ三田 小学（6）78 28860

菖池　竜輝            ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ               コナミ三田 中学（3）79 28860

木下　成慈            ｷﾉｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ             ＳＵＮ太子 高校（1）80 28862

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 中学（3）81 28865

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                尼崎市スポ振 中学（3）82 28865

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（1）83 28865

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 尼崎市スポ振 中学（1）84 28865

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 ニスポ上郡 小学（6）85 28871

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  ＳＵＮ網干 高校（2）86 28872

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（1）87 28872

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 中学（3）88 28872

福田　大智            ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン三田 中学（1）89 28874

糊田　陸虎            ﾉﾘﾀ ﾘｸﾄ                 イトマン三田 中学（2）90 28874

小林　　源            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ              イトマン西神 中学（3）91 28880

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（2）92 28880

木村　雄哉            ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ                 イトマン西神 中学（2）93 28880

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 小学（6）94 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 小学（6）95 28881

佐々木る玖            ｻｻｷ ﾙｸ                  こうでら 中学（1）96 28883

石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（5）97 28883

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  こうでら 高校（1）98 28883
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松下　奨武            ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ              MacS加古川 中学（2）99 28887

辰　　渉夢            ﾀﾂ ｱﾕﾑ                  Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）100 28888

林　甲子郎            ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）101 28888

菊地　祐亮            ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）102 28899

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 中学（2）103 28900

婦木　拓実            ﾌｷ ﾀｸﾐ                  ＰＳＫ 小学（6）104 28900

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 小学（6）105 28903

北村　峻聖            ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ              ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）106 28923

志水　建斗            ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（1）107 28923

堀　　敬貴            ﾎﾘ ｲﾂｷ                  ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（3）108 28923
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東谷　一輝            ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ             市立尼崎高校 高校（3）1 28507

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（2）2 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（1）3 28507

田村　翔太            ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ                市川高校 高校（3）4 28602

寺岡　恭平            ﾃﾗｵｶ ｷｮｳﾍｲ              雲雀丘学園高 高校（1）5 28631

田中　柊里            ﾀﾅｶ ｼｭﾘ                 塚口ＳＳ 高校（1）6 28805

結城　陽介            ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ                ＮＳＩ清和台 中学（1）7 28812

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 中学（1）8 28814

竹内　優斗            ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ                イトマン神戸 中学（3）9 28815

吉村　匠世            ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ                イトマン神戸 中学（2）10 28815

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（1）11 28822

小髙　滉人            ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ                コナミ西宮 高校（1）12 28824

佐伯　一光            ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ               コナミ西宮 中学（3）13 28824

浅野　颯太            ｱｻﾉ ｿｳﾀ                 コナミ西宮 中学（2）14 28824

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（2）15 28824

和田信太郎            ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ               コナミ西宮 中学（2）16 28824

上田　大介            ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ              コナミ明石 中学（3）17 28825

樽屋　賢汰            ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ                 コナミ明石 中学（1）18 28825

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 中学（2）19 28825

大阪　　拓            ｵｵｻｶ ﾋﾗｸ                ＪＳＳ宝塚 高校（2）20 28829

小寺　恒輝            ｺﾃﾗ ｺｳｷ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）21 28829

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              ＫＴＶ垂水 中学（3）22 28831

福井　秀明            ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ               ＪＳＳ御影 高校（2）23 28833

黒田　涼介            ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）24 28835

黒田　陽生            ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙｷ                ＳＡ六甲道 中学（3）25 28837

久保田一矢            ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ               ＳＡ六甲道 中学（1）26 28837

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（2）27 28838

山田　直樹            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                ＮＳＩ舞子 高校（2）28 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ舞子 高校（1）29 28840

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                ＮＳＩ舞子 中学（2）30 28840

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                ＳＵＮ姫路 中学（1）31 28848

二軒谷　優            ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ                彩華ＳＣ 中学（3）32 28851

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（2）33 28855

駒井　慶輔            ｺﾏｲ ｹｲｽｹ                神鉄ＳＳ 中学（2）34 28857

菖池　竜輝            ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ               コナミ三田 中学（3）35 28860

増田　達也            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                コナミ三田 中学（3）36 28860

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（1）37 28865

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                尼崎市スポ振 中学（3）38 28865

志築　遼音            ｼｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ               ＳＵＮ加西 中学（3）39 28866

尾花　主望            ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾐ               ＳＵＮ加西 中学（3）40 28866

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 中学（3）41 28872

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（1）42 28880

田中　一光            ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ                イトマン西神 中学（3）43 28880

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（1）44 28883

田村　裕人            ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ                 MacS加古川 高校（1）45 28887

佐野　優吾            ｻﾉ ﾕｳｺﾞ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）46 28888

菊地　祐亮            ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）47 28899

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                ＪＳＳ北神戸 高校（1）48 28899

安丸　晃生            ﾔｽﾏﾙ ｺｳｾｲ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）49 28899
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常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 中学（2）50 28900

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 中学（3）51 28904

井上　翔理            ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾘ               ＳＵＮ山崎 中学（3）52 28909

野口　温大            ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ                ＳＵＮ山崎 中学（3）53 28909

増田　達哉            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                NSI南あわじ 中学（2）54 28912

堀上　駿太            ﾎﾘｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ              ベイ板宿ＳＳ 中学（2）55 28920
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福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（1）1 28602

竹内　優斗            ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ                イトマン神戸 中学（3）2 28815

牟田　昇平            ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ                コナミ西宮 高校（1）3 28824

小寺　恒輝            ｺﾃﾗ ｺｳｷ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）4 28829

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              ＫＴＶ垂水 中学（3）5 28831

二軒谷　優            ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ                彩華ＳＣ 中学（3）6 28851

榮　　将也            ｻｶｴ ﾏｻﾔ                 ＳＵＮ太子 高校（1）7 28862

志築　遼音            ｼｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ               ＳＵＮ加西 中学（3）8 28866

吉田　尚悟            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              ＳＵＮ加西 中学（3）9 28866

尾花　主望            ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾐ               ＳＵＮ加西 中学（3）10 28866

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 中学（2）11 28872

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（1）12 28880

田中　一光            ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ                イトマン西神 中学（3）13 28880

佐野　優吾            ｻﾉ ﾕｳｺﾞ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）14 28888

安丸　晃生            ﾔｽﾏﾙ ｺｳｾｲ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）15 28899

増田　達哉            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                NSI南あわじ 中学（2）16 28912
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西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 小学（6）1 28801

佐藤　英次            ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                イトマン川西 小学（5）2 28801

小澤　大地            ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 小学（4）3 28801

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

大川　翔央            ｵｵｶﾜ ｼｮｳ                塚口ＳＳ 小学（5）5 28805

髙柳　光希            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ              尼崎ＳＳ 小学（3）6 28808

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 小学（5）7 28814

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               コナミ東加古 小学（4）8 28814

鈴木洸之介            ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ              イトマン神戸 小学（5）9 28815

藤崎　智靖            ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔｽ              コナミ新長田 小学（4）10 28818

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               コナミ新長田 小学（6）11 28818

有友　俊平            ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ             イトマン西宮 小学（4）12 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 小学（4）13 28820

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 小学（4）14 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 小学（4）15 28820

黄　　立盛            ｺｳ ﾘｾｲ                  イトマン西宮 中学（1）16 28820

岡崎　啓太            ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ               イトマン西宮 小学（4）17 28820

山中　裕介            ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ               姫路スポーツ 小学（4）18 28822

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 小学（6）19 28822

竹林　太一            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ              コナミ西宮 小学（6）20 28824

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（5）21 28825

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（1）22 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 小学（6）23 28826

松田　悠里            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）24 28829

池田慎二郎            ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ             ＫＴＶ垂水 小学（6）25 28831

髙橋　悠斗            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）26 28835

松本　拓己            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ                姫路ＳＳ 小学（4）27 28838

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ舞子 中学（1）28 28840

大橋　空翔            ｵｵﾊｼ ｿﾗ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学（5）29 28847

津田　悠斗            ﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）30 28849

連田承太郎            ﾚﾝﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             ＪＳＳニホー 小学（4）31 28849

川﨑　拓人            ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ                ＪＳＳニホー 小学（4）32 28849

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（4）33 28849

飯野　　碧            ｲｲﾉ ｱｵｲ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）34 28855

阪口　詞音            ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ               コナミ三田 中学（1）35 28860

廣澤　将真            ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ               ＪＳＳ大久保 小学（4）36 28869

木下　誠覇            ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ                ＪＳＳ大久保 小学（3）37 28869

吉田　　蓮            ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ                 ＪＳＳ大久保 小学（3）38 28869

久保　　翔            ｸﾎﾞ ｶｹﾙ                 ニスポ上郡 小学（4）39 28871

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＳＵＮ網干 小学（4）40 28872

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 小学（6）41 28880

島　　和輝            ｼﾏ ｶｽﾞｷ                 イトマン西神 小学（5）42 28880

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 小学（6）43 28881

山本　　陸            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ                 エスポワＳＳ 小学（4）44 28882

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（5）45 28883

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               MacS加古川 小学（4）46 28887

林　直志郎            ﾊﾔｼ ﾅｵｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（3）47 28888

近藤　璃空            ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）48 28888

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（4）49 28895
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松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（4）50 28895

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（3）51 28895

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（5）52 28898

泉　　　弦            ｲｽﾞﾐ ｹﾞﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）53 28899

廣本　佑馬            ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）54 28899

富田　蓮大            ﾄﾐﾀ ﾚｵ                  ＪＳＳ北神戸 小学（4）55 28899

常岡　直矢            ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                ＰＳＫ 小学（6）56 28900

福本　康顕            ﾌｸﾓﾄ ﾔｽｱｷ               Ａｑ相生 小学（5）57 28904

野口　壱紳            ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ               ＳＵＮ山崎 小学（5）58 28909

岩﨑　渉真            ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾏ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）59 28921

藤原　拓人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）60 28921

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）61 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）62 28921

洲﨑　透真            ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）63 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）64 28921

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）65 28921
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黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（2）1 28309

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（2）2 28507

高橋　慧多            ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ                仁川学院高校 高校（1）3 28623

米原　頼胤            ﾖﾈﾊﾗ ﾖﾘﾀﾈ               雲雀丘学園高 高校（2）4 28631

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 小学（6）5 28801

田中　瑛都            ﾀﾅｶ ｴｲﾄ                 塚口ＳＳ 中学（3）6 28805

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                塚口ＳＳ 高校（3）7 28805

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（1）8 28805

埴岡　大晃            ﾊﾆｵｶ ﾋﾛｱｷ               市川洗心館 高校（1）9 28806

松本隆之介            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             市川洗心館 高校（2）10 28806

縄井　彪士            ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ                ＪＳＳ三木 中学（3）11 28810

森本　龍翔            ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ                ＪＳＳ三木 中学（2）12 28810

木下　周勇            ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ               イトマン神戸 中学（2）13 28815

高橋　優輝            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                イトマン神戸 中学（2）14 28815

玉串　颯麻            ﾀﾏｸｼ ｿｳﾏ                イトマン神戸 中学（3）15 28815

黄　　立盛            ｺｳ ﾘｾｲ                  イトマン西宮 中学（1）16 28820

大内　基生            ｵｵｳﾁ ﾓﾄｷ                イトマン西宮 中学（3）17 28820

西谷　京祐            ﾆｼﾀﾆ ｷｮｳｽｹ              イトマン西宮 小学（6）18 28820

井上　裕貴            ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ                イトマン西宮 中学（1）19 28820

櫛笥　拓人            ｸｼｹﾞ ﾋﾛﾄ                イトマン西宮 中学（2）20 28820

有友　敬亮            ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ               イトマン西宮 中学（2）21 28820

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 中学（2）22 28822

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 小学（6）23 28822

竹林　太一            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ              コナミ西宮 小学（6）24 28824

岡田　謙吾            ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ明石 中学（2）25 28825

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 中学（3）26 28825

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（1）27 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 小学（6）28 28826

松田　悠里            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）29 28829

池田慎二郎            ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ             ＫＴＶ垂水 小学（6）30 28831

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 中学（3）31 28831

黒塚　圭人            ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ                ＪＳＳ御影 高校（1）32 28833

橋本　直樹            ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ                姫路ＳＳ 中学（3）33 28838

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ舞子 中学（1）34 28840

黒沢　亮輔            ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ              ＮＳＩ舞子 高校（2）35 28840

原口ああさ            ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｱｻ               ＪＳＳ川西 中学（3）36 28843

小島　慎也            ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ                ＪＳＳ川西 中学（3）37 28843

重永　聡真            ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ              神鉄ＳＳ 中学（1）38 28857

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               神鉄ＳＳ 高校（2）39 28857

阪口　詞音            ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ               コナミ三田 中学（1）40 28860

改野　雄輝            ｶｲﾉ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ太子 高校（1）41 28862

米原　雪綱            ﾖﾈﾊﾗ ﾕｷﾂﾅ               ＧＵＮＺＥ 中学（3）42 28867

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 中学（2）43 28874

原田　新太            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾗﾀ                イトマン西神 中学（3）44 28880

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（1）45 28880

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 小学（6）46 28880

松居　　駿            ﾏﾂｲ ｼｭﾝ                 MacS武庫川 中学（2）47 28881

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 小学（6）48 28881

影山　瞳冴            ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ              こうでら 小学（6）49 28883
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北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 中学（3）50 28892

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 小学（6）51 28895

常岡　直矢            ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                ＰＳＫ 小学（6）52 28900

福本　勝太            ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ               ＳＵＮ山崎 中学（2）53 28909

藤原　大地            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）54 28921

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）55 28921
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増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（2）1 28507

沖田　志温            ｵｷﾀ ｼｵﾝ                 市川高校 高校（3）2 28602

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

松本隆之介            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             市川洗心館 高校（2）4 28806

森本　龍翔            ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ                ＪＳＳ三木 中学（2）5 28810

縄井　彪士            ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ                ＪＳＳ三木 中学（3）6 28810

木下　周勇            ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ               イトマン神戸 中学（2）7 28815

玉串　颯麻            ﾀﾏｸｼ ｿｳﾏ                イトマン神戸 中学（3）8 28815

有友　敬亮            ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ               イトマン西宮 中学（2）9 28820

櫛笥　拓人            ｸｼｹﾞ ﾋﾛﾄ                イトマン西宮 中学（2）10 28820

大内　基生            ｵｵｳﾁ ﾓﾄｷ                イトマン西宮 中学（3）11 28820

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 中学（2）12 28822

溝畑　樹蘭            ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ             コナミ西宮 高校（2）13 28824

野々口慎也            ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ               コナミ西宮 高校（2）14 28824

岡田　謙吾            ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ明石 中学（2）15 28825

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 中学（3）16 28831

黒沢　亮輔            ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ              ＮＳＩ舞子 高校（2）17 28840

小川　　諒            ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ                伊丹有岡ＳＳ 高校（1）18 28855

上中　幸哉            ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ                神鉄ＳＳ 高校（2）19 28857

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 中学（2）20 28874

原田　新太            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾗﾀ                イトマン西神 中学（3）21 28880

福本　勝太            ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ               ＳＵＮ山崎 中学（2）22 28909
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小野　幹太            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  イトマン川西 小学（6）1 28801

太田　亘紀            ｵｵﾀ ｺｳｷ                 塚口ＳＳ 小学（4）2 28805

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

井上　巧豊            ｲﾉｳｴ ﾀｸﾄ                市川洗心館 小学（6）4 28806

石塚　祐太            ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＪＳＳ三木 中学（1）5 28810

菅野　広大            ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 小学（5）6 28810

菅野　陽日            ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ三木 小学（3）7 28810

伊藤　　温            ｲﾄｳ ﾊﾙ                  コナミ東加古 小学（6）8 28814

豊山　敦星            ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ               イトマン神戸 中学（1）9 28815

磯口　寛大            ｲｿｸﾞﾁ ｶﾝﾄ               イトマン神戸 中学（1）10 28815

上岡　颯太            ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（5）11 28816

渡辺　隆世            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ             STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（5）12 28816

井尻　享冴            ｲｼﾞﾘ ﾋｮｳｺﾞ              コナミ新長田 小学（5）13 28818

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 小学（5）14 28820

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 小学（4）15 28820

平野　　佑            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（6）16 28820

安元　将馬            ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾏ               イトマン西宮 小学（5）17 28820

廣瀬　友海            ﾋﾛｾ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（5）18 28820

藤田康太郎            ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路スポーツ 小学（4）19 28822

河口　和樹            ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ              コナミ西宮 小学（6）20 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 小学（4）21 28824

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（1）22 28826

丸田　澪音            ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）23 28826

安田　　櫂            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 本山ＳＳ 小学（4）24 28828

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）25 28835

岡﨑　太暉            ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）26 28835

岩井　啓悟            ｲﾜｲ ｹｲｺﾞ                姫路ＳＳ 小学（3）27 28838

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 小学（5）28 28838

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）29 28849

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               伊丹有岡ＳＳ 小学（4）30 28855

ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝 ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            伊丹有岡ＳＳ 中学（1）31 28855

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 小学（6）32 28865

大森　達稀            ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ                ＪＳＳ大久保 小学（5）33 28869

小川　雄大            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ                イトマン三田 小学（6）34 28874

梶原　　輝            ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳ                ＪＳＳ姫路 小学（6）35 28875

上田　蒼真            ｳｴﾀﾞ ｿｳﾏ                ＪＳＳ姫路 小学（5）36 28875

小西　翔太            ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ                ＮＳＩ豊岡 小学（6）37 28876

惣田　真斗            ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ                イトマン西神 中学（1）38 28880

森下　　駿            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ                イトマン西神 小学（6）39 28880

奥野　　匠            ｵｸﾉ ﾀｸﾐ                 イトマン西神 小学（5）40 28880

今　　楓雅            ｲﾏ ﾌｳｶﾞ                 イトマン西神 小学（4）41 28880

林　優一郎            ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ              イトマン西神 小学（4）42 28880

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（5）43 28881

衣川　心絃            ｷﾇｶﾞﾜ ｼﾝｹﾞﾝ             エスポワＳＳ 小学（6）44 28882

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                MacS加古川 小学（5）45 28887

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）46 28888

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（5）47 28895

山中　遥大            ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）48 28899

井上　大輝            ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ               一宮ＳＳ 小学（6）49 28901
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伴　　陸功            ﾊﾞﾝ ﾘｸ                  ＳＵＮ山崎 小学（5）50 28909

伊野　凌聖            ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ                ＳＵＮ山崎 中学（1）51 28909

田口　和輝            ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               ＳＵＮ山崎 小学（4）52 28909

山口翔輝夜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｷﾔ               NSI南あわじ 小学（5）53 28912

西村　心結            ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）54 28921

藤井　翔太            ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ               高室池ＳＣ 小学（4）55 28922

中尾　　剛            ﾅｶｵ ｺﾞｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）56 28923
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西留　駿平            ﾆｼﾄﾞﾒ ｼｭﾝﾍﾟｲ            姫路商業高校 高校（3）1 28309

川原　渓青            ｶﾜﾊﾗ ｹｲｾｲ               姫路商業高校 高校（3）2 28309

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（1）3 28309

荒木　拓斗            ｱﾗｷ ﾀｸﾄ                 姫路商業高校 高校（2）4 28309

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（2）5 28309

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（2）6 28380

山本　知宏            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ               市立尼崎高校 高校（3）7 28507

吉川　裕亮            ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ               市立尼崎高校 高校（3）8 28507

畑下　昂平            ﾊﾀｼﾀ ｺｳﾍｲ               関西学院高等 高校（2）9 28603

堀　　凌也            ﾎﾘ ﾘｮｳﾔ                 関西学院高等 高校（2）10 28603

芳田　　真            ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ                仁川学院高校 高校（1）11 28623

中浦　悠斗            ﾅｶｳﾗ ﾕｳﾄ                飾磨東中学 中学（1）12 28669

澤西　大毅            ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ               飾磨東中学 中学（3）13 28669

伊藤　陸人            ｲﾄｳ ﾘｸﾄ                 イトマン川西 中学（2）14 28801

山本　大地            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 中学（3）15 28801

立花　彩翔            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ               明石ＳＳ 中学（1）16 28804

木村　元春            ｷﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ                明石ＳＳ 中学（3）17 28804

降矢　　信            ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ                 塚口ＳＳ 高校（3）18 28805

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（1）19 28805

池永　羅生            ｲｹﾅｶﾞ ﾗｵ                塚口ＳＳ 中学（3）20 28805

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 中学（3）21 28805

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（1）22 28806

松原　光来            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂｷ               ＪＳＳ三木 高校（3）23 28810

岸本　拓也            ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ                ＪＳＳ三木 高校（2）24 28810

森　　勇人            ﾓﾘ ﾊﾔﾄ                  ＪＳＳ三木 高校（1）25 28810

薬師　幸輝            ﾔｸｼ ｺｳｷ                 ＪＳＳ三木 高校（1）26 28810

立山　泰雅            ﾀﾁﾔﾏ ﾀｲｶﾞ               ＪＳＳ三木 中学（2）27 28810

石塚　祐太            ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＪＳＳ三木 中学（1）28 28810

養老奎二郎            ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ三木 中学（3）29 28810

伊藤　　温            ｲﾄｳ ﾊﾙ                  コナミ東加古 小学（6）30 28814

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ東加古 高校（2）31 28814

中村　　仁            ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ                コナミ東加古 中学（3）32 28814

幹　　悠甫            ﾐｷ ﾕｳｽｹ                 イトマン神戸 中学（3）33 28815

磯口　寛大            ｲｿｸﾞﾁ ｶﾝﾄ               イトマン神戸 中学（1）34 28815

宮下　篤士            ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ                イトマン神戸 中学（2）35 28815

豊山　敦星            ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ               イトマン神戸 中学（1）36 28815

岡部　　翔            ｵｶﾍﾞ ｶｹﾙ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）37 28816

上岡　颯太            ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（5）38 28816

佐藤　　翼            ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）39 28816

豊田　真吾            ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（3）40 28816

渡辺　隆世            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ             STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（5）41 28816

山本　晃輔            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ               STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）42 28816

平野　　佑            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（6）43 28820

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 小学（5）44 28820

杉村　怜律            ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ               コナミ西宮 高校（3）45 28824

古川　　航            ﾌﾙｶﾜ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 中学（3）46 28824

水原　耀也            ﾐｽﾞﾊﾗ ﾃﾙﾔ               ＮＳＩパール 中学（3）47 28826

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（1）48 28826

丸田　澪音            ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）49 28826
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岡本　紘史            ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ               本山ＳＳ 高校（1）50 28828

佐藤　亮士            ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ               本山ＳＳ 中学（2）51 28828

宮嵜　真志            ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ               ＪＳＳ宝塚 高校（2）52 28829

安丸　泰生            ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ               ＪＳＳ宝塚 高校（3）53 28829

小野寺　柾            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ               ＫＴＶ垂水 中学（3）54 28831

辻本　晃誠            ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ              ＫＴＶ垂水 中学（2）55 28831

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                ＪＳＳ御影 中学（3）56 28833

松本波瑠馬            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                ＪＳＳ御影 中学（3）57 28833

竹内　　隼            ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ御影 小学（6）58 28833

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）59 28835

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 小学（5）60 28838

橋口綸太郎            ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ             姫路ＳＳ 高校（1）61 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 中学（2）62 28838

岩見　健吾            ｲﾜﾐ ｹﾝｺﾞ                ＮＳＩ舞子 高校（3）63 28840

長堂　光汰            ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ              ＮＳＩ舞子 中学（2）64 28840

瀬戸　慎平            ｾﾄ ｼﾝﾍﾟｲ                ＪＳＳ川西 中学（3）65 28843

林　　亮太            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                ＳＵＮ姫路 小学（6）66 28848

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               ＳＵＮ姫路 中学（3）67 28848

玉井　稜人            ﾀﾏｲ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 中学（3）68 28849

川﨑　　稜            ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ                ＪＳＳニホー 中学（1）69 28849

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 ＪＳＳ妙法寺 中学（3）70 28852

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                神鉄ＳＳ 高校（1）71 28857

伊藤　　駿            ｲﾄｳ ｼｭﾝ                 コナミ三田 高校（1）72 28860

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 小学（6）73 28865

木村　勇登            ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ＧＵＮＺＥ 高校（1）74 28867

小林　大将            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ             ＪＳＳ大久保 高校（2）75 28869

今北　尚杜            ｲﾏｷﾀ ﾅｵﾄ                イトマン三田 中学（3）76 28874

後藤　颯志            ｺﾞﾄｳ ｿｳｼ                イトマン三田 中学（2）77 28874

小川　雄大            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ                イトマン三田 小学（6）78 28874

村尾　侑哉            ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）79 28876

安田　夏唯            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ豊岡 中学（1）80 28876

惣田　真斗            ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ                イトマン西神 中学（1）81 28880

森下　　駿            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ                イトマン西神 小学（6）82 28880

山本　和真            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ               MacS加古川 中学（3）83 28887

鬮橋　　翼            ｸｼﾞﾊｼ ﾂﾊﾞｻ              MacS加古川 高校（1）84 28887

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）85 28888

藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（1）86 28895

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                佐用ＳＳ 中学（3）87 28898

大谷　勇斗            ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）88 28899

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ＪＳＳ北神戸 高校（1）89 28899

谷水輝一朗            ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ             ＰＳＫ 中学（3）90 28900

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）91 28921

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）92 28921

田中　智也            ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）93 28921

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）94 28921

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                高室池ＳＣ 中学（3）95 28922

岸本　大季            ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               高室池ＳＣ 中学（2）96 28922
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川原　渓青            ｶﾜﾊﾗ ｹｲｾｲ               姫路商業高校 高校（3）1 28309

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（1）2 28309

吉川　裕亮            ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ               市立尼崎高校 高校（3）3 28507

山本　知宏            ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ               市立尼崎高校 高校（3）4 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（2）5 28507

堀　　凌也            ﾎﾘ ﾘｮｳﾔ                 関西学院高等 高校（2）6 28603

畑下　昂平            ﾊﾀｼﾀ ｺｳﾍｲ               関西学院高等 高校（2）7 28603

中浦　悠斗            ﾅｶｳﾗ ﾕｳﾄ                飾磨東中学 中学（1）8 28669

伊藤　陸人            ｲﾄｳ ﾘｸﾄ                 イトマン川西 中学（2）9 28801

山本　大地            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 中学（3）10 28801

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 中学（3）11 28805

池永　羅生            ｲｹﾅｶﾞ ﾗｵ                塚口ＳＳ 中学（3）12 28805

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（1）13 28806

森　　勇人            ﾓﾘ ﾊﾔﾄ                  ＪＳＳ三木 高校（1）14 28810

薬師　幸輝            ﾔｸｼ ｺｳｷ                 ＪＳＳ三木 高校（1）15 28810

岸本　拓也            ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ                ＪＳＳ三木 高校（2）16 28810

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ東加古 高校（2）17 28814

宮下　篤士            ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ                イトマン神戸 中学（2）18 28815

幹　　悠甫            ﾐｷ ﾕｳｽｹ                 イトマン神戸 中学（3）19 28815

杉村　怜律            ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ               コナミ西宮 高校（3）20 28824

古川　　航            ﾌﾙｶﾜ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 中学（3）21 28824

佐藤　亮士            ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ               本山ＳＳ 中学（2）22 28828

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                ＪＳＳ御影 中学（3）23 28833

松本波瑠馬            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                ＪＳＳ御影 中学（3）24 28833

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）25 28835

岩見　健吾            ｲﾜﾐ ｹﾝｺﾞ                ＮＳＩ舞子 高校（3）26 28840

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                ＮＳＩ舞子 高校（2）27 28840

関川　　優            ｾｷｶﾞﾜ ﾕｳ                尼崎市スポ振 中学（2）28 28865

今北　尚杜            ｲﾏｷﾀ ﾅｵﾄ                イトマン三田 中学（3）29 28874

村尾　侑哉            ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）30 28876

藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（1）31 28895

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                佐用ＳＳ 中学（3）32 28898

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ＪＳＳ北神戸 高校（1）33 28899

谷水輝一朗            ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ             ＰＳＫ 中学（3）34 28900

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 中学（2）35 28910

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）36 28921

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）37 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）38 28921

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                高室池ＳＣ 中学（3）39 28922
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鳴瀬　　晴            ﾅﾙｾ ﾊﾙ                  イトマン川西 小学（5）1 28801

稲津　楢大            ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              イトマン川西 小学（4）2 28801

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 小学（6）3 28801

伊藤虹太朗            ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン川西 小学（3）4 28801

吉岡　大成            ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ               イトマン川西 小学（6）5 28801

和田　玲輝            ﾜﾀﾞ ﾚｲｷ                 塚口ＳＳ 小学（5）6 28805

柴田　剛志            ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ                塚口ＳＳ 小学（5）7 28805

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 尼崎ＳＳ 小学（3）8 28808

縄井　健世            ﾅﾜｲ ｹﾝｾ                 ＪＳＳ三木 小学（6）9 28810

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（1）10 28812

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（1）11 28812

増田　創大            ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 小学（5）12 28812

藤崎　智靖            ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔｽ              コナミ新長田 小学（4）13 28818

八田　圭人            ﾊｯﾀ ｹｲﾄ                 イトマン西宮 小学（6）14 28820

大畑　悠眞            ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞﾝ              コナミ西宮 小学（4）15 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 小学（4）16 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（2）17 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（5）18 28824

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（3）19 28825

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 小学（5）20 28825

神谷　優輝            ｶﾐﾔ ﾕｳｷ                 ＮＳＩパール 小学（3）21 28826

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 小学（6）22 28826

吉岡亜矢都            ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                本山ＳＳ 小学（6）23 28828

永井亜怜駆            ﾅｶﾞｲ ｱﾚｸ                ＪＳＳ御影 小学（6）24 28833

小池　貴之            ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）25 28835

竹中　拓哉            ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ                ＳＡ六甲道 小学（6）26 28837

鎌田　慶太            ｶﾏﾀ ｹｲﾀ                 コパン須磨 小学（5）27 28839

中　　健至            ﾅｶ ﾏｻﾐﾁ                 ＪＳＳ川西 小学（6）28 28843

徳原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳニホー 小学（4）29 28849

田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（4）30 28849

頼田　優史            ﾖﾘﾀ ﾕｳｼ                 ＪＳＳニホー 小学（3）31 28849

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                伊丹有岡ＳＳ 小学（3）32 28855

近間俊之介            ﾁｶﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ              伊丹有岡ＳＳ 小学（3）33 28855

山根　力丸            ﾔﾏﾈ ﾘｷﾏﾙ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）34 28855

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                神鉄ＳＳ 小学（4）35 28857

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ                コナミ三田 小学（5）36 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（3）37 28860

大谷　圭翼            ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ               ＳＵＮ加西 中学（1）38 28866

小林　博斗            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ加西 小学（5）39 28866

川野　泰雅            ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ                ＳＵＮ加西 小学（4）40 28866

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                ＪＳＳ大久保 小学（4）41 28869

破魔　翔舞            ﾊﾏ ｼｮｳﾏ                 ＪＳＳ大久保 小学（3）42 28869

寺尾　達樹            ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ                 ニスポ上郡 小学（5）43 28871

稗田　凌吾            ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ              ＳＵＮ網干 小学（5）44 28872

小川　大和            ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ                ＳＵＮ網干 小学（4）45 28872

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（5）46 28872

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（1）47 28873

志築　良宇            ｼｽﾞｷ ﾗｳ                 イトマン三田 小学（4）48 28874

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                イトマン西神 小学（6）49 28880
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有満　大輔            ｱﾘﾐﾂ ﾀﾞｲｽｹ              イトマン西神 小学（5）50 28880

松尾　祐紀            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 イトマン西神 小学（5）51 28880

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（5）52 28881

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 小学（6）53 28881

松居　泰雅            ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ                MacS武庫川 小学（6）54 28881

宮田　一駿            ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄｼ               MacS武庫川 小学（5）55 28881

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                MacS武庫川 小学（4）56 28881

瀧野　　真            ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ                 MacS武庫川 小学（6）57 28881

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（5）58 28883

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（4）59 28895

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 小学（6）60 28895

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（4）61 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（5）62 28895

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（3）63 28895

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 小学（5）64 28898

直井進太郎            ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）65 28899

谷口　歩夢            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）66 28899

左脇　弘大            ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）67 28899

芦原　寛治            ｱｼﾊﾗ ｶﾝｼﾞ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）68 28899

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 小学（6）69 28901

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（4）70 28904

小倉　弘大            ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀ                赤穂ＳＳ 小学（5）71 28910

峰行晃太朗            ﾐﾈﾕｷ ｺｳﾀﾛｳ              神戸北町Vivo 中学（1）72 28914

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ベイ板宿ＳＳ 小学（3）73 28920

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）74 28921

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）75 28921

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 小学（5）76 28926
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西留　駿平            ﾆｼﾄﾞﾒ ｼｭﾝﾍﾟｲ            姫路商業高校 高校（3）1 28309

井戸　隼人            ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ                 姫路商業高校 高校（2）2 28309

幌村　　尚            ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ                 西脇工業高校 高校（2）3 28380

藤田　紘希            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                市川高校 高校（1）4 28602

太田　　響            ｵｵﾀ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）5 28602

森　　恵一            ﾓﾘ ｹｲｲﾁ                 関西学院高等 高校（2）6 28603

藤田　淳平            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            関西学院高等 高校（2）7 28603

岩橋　佑真            ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ                関西学院高等 高校（2）8 28603

八木　秀太            ﾔｷﾞ ｼｭｳﾀ                関西学院高等 高校（2）9 28603

山本　　優            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ                 関西学院高等 高校（1）10 28603

三村　朋裕            ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ                仁川学院高校 高校（2）11 28623

村瀬立寿己            ﾑﾗｾ ﾀｽｷ                 飾磨東中学 中学（2）12 28669

岩永　大翔            ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ               飾磨東中学 中学（2）13 28669

馬場　冬真            ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ               イトマン川西 小学（5）14 28801

吉岡　大成            ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ               イトマン川西 小学（6）15 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（2）16 28801

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 小学（6）17 28801

藤田　凌輔            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              明石ＳＳ 中学（3）18 28804

田中　大貴            ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ                明石ＳＳ 中学（3）19 28804

麻生　柊斗            ｱｿｳ ｼｭｳﾄ                塚口ＳＳ 高校（3）20 28805

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（1）21 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（2）22 28805

吉田　匠吾            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              塚口ＳＳ 高校（2）23 28805

上月　貴央            ｺｳﾂﾞｷ ﾀｶｵ               市川洗心館 中学（2）24 28806

大園　悠生            ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ               尼崎ＳＳ 高校（1）25 28808

重本孝太郎            ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ             ＪＳＳ三木 中学（1）26 28810

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（1）27 28812

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（1）28 28812

吉村　天良            ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ                イトマン神戸 高校（1）29 28815

鳴尾　夢月            ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ                 イトマン神戸 小学（6）30 28815

山本　晃輔            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ               STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）31 28816

岡本　璃旺            ｵｶﾓﾄ ﾘｵｳ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）32 28816

大音　　瑛            ｵｵﾄ ｱｷﾗ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 高校（1）33 28816

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（2）34 28824

山岡　大祐            ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｽｹ              コナミ西宮 高校（3）35 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（5）36 28824

山城　憲治            ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ               コナミ西宮 高校（2）37 28824

溝畑　樹蘭            ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ             コナミ西宮 高校（2）38 28824

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（2）39 28825

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 小学（6）40 28826

吉岡亜矢都            ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                本山ＳＳ 小学（6）41 28828

東端　祥行            ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ            ＪＳＳ宝塚 高校（2）42 28829

西田　和也            ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               神戸北須磨ST 高校（2）43 28830

三木　豪人            ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ                 ＪＳＳ御影 高校（1）44 28833

小池　裕之            ｺｲｹ ﾋﾛﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（3）45 28835

岡田　瞬介            ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）46 28835

竹中　拓哉            ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ                ＳＡ六甲道 小学（6）47 28837

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 中学（2）48 28838

前川　　龍            ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳ                姫路ＳＳ 高校（1）49 28838
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中　　健至            ﾅｶ ﾏｻﾐﾁ                 ＪＳＳ川西 小学（6）50 28843

内田　佳汰            ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ                ＪＳＳニホー 高校（1）51 28849

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                彩華ＳＣ 中学（2）52 28851

萩原　悠希            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ               神鉄ＳＳ 中学（3）53 28857

友武　　涼            ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ                コナミ三田 高校（1）54 28860

奥谷　　仁            ｵｸﾀﾆ ｼﾞﾝ                コナミ三田 小学（6）55 28860

北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 中学（1）56 28864

髙谷　大稀            ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ               尼崎市スポ振 高校（2）57 28865

好本　大起            ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               ＳＵＮ加西 中学（3）58 28866

末長　弘基            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）59 28867

森田　啓史            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）60 28869

山田　海斗            ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ                武庫之荘ＳＳ 小学（6）61 28870

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（1）62 28872

都藤　陽平            ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 高校（2）63 28872

宗利　昌哉            ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ                ＳＵＮ網干 高校（1）64 28872

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（1）65 28873

宇田　唯人            ｳﾀﾞ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ姫路 高校（2）66 28875

高見　空我            ﾀｶﾐ ｸｳｶﾞ                ＪＳＳ姫路 中学（3）67 28875

伊崎真一郎            ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ             ＮＳＩ豊岡 高校（3）68 28876

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                イトマン西神 小学（6）69 28880

瀧野　　真            ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ                 MacS武庫川 小学（6）70 28881

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 中学（1）71 28881

柳田　健伍            ﾔﾅｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ              こうでら 高校（3）72 28883

鬮橋　優斗            ｸｼﾞﾊｼ ﾕｳﾄ               MacS加古川 高校（2）73 28887

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（2）74 28895

石澤　蘭世            ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ              佐用ＳＳ 中学（3）75 28898

大平　理登            ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）76 28899

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              ＪＳＳ北神戸 中学（3）77 28899

池田　悠真            ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ                ＰＳＫ 中学（3）78 28900

永田　創士            ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ                ＰＳＫ 中学（3）79 28900

名村　太一            ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ                 ＳＵＮ山崎 中学（3）80 28909

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（1）81 28910

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                赤穂ＳＳ 高校（1）82 28910

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）83 28921

永井　　絃            ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）84 28921

小猿新太郎            ｺｻﾞﾙ ｼﾝﾀﾛｳ              高室池ＳＣ 中学（2）85 28922

佐伯　勇武            ｻｴｷ ｲｻﾑ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校（2）86 28923

北村　祥瑛            ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ              ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（2）87 28923

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 小学（5）88 28926
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大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（2）1 28602

三村　朋裕            ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ                仁川学院高校 高校（2）2 28623

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（2）4 28805

重本孝太郎            ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ             ＪＳＳ三木 中学（1）5 28810

吉村　天良            ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ                イトマン神戸 高校（1）6 28815

山岡　大祐            ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｽｹ              コナミ西宮 高校（3）7 28824

酒井　睦渡            ｻｶｲ ﾁｶﾄ                 コナミ西宮 高校（2）8 28824

山城　憲治            ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ               コナミ西宮 高校（2）9 28824

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（2）10 28825

東端　祥行            ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ            ＪＳＳ宝塚 高校（2）11 28829

小池　裕之            ｺｲｹ ﾋﾛﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（3）12 28835

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 中学（2）13 28838

吉田　尚悟            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              ＳＵＮ加西 中学（3）14 28866

好本　大起            ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               ＳＵＮ加西 中学（3）15 28866

末長　弘基            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）16 28867

宇田　唯人            ｳﾀﾞ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ姫路 高校（2）17 28875

伊崎真一郎            ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ             ＮＳＩ豊岡 高校（3）18 28876

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 中学（1）19 28881

鬮橋　優斗            ｸｼﾞﾊｼ ﾕｳﾄ               MacS加古川 高校（2）20 28887

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（2）21 28895

石澤　蘭世            ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ              佐用ＳＳ 中学（3）22 28898

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              ＪＳＳ北神戸 中学（3）23 28899

永田　創士            ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ                ＰＳＫ 中学（3）24 28900

池田　悠真            ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ                ＰＳＫ 中学（3）25 28900

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（1）26 28910

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）27 28921

小猿新太郎            ｺｻﾞﾙ ｼﾝﾀﾛｳ              高室池ＳＣ 中学（2）28 28922

佐伯　勇武            ｻｴｷ ｲｻﾑ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校（2）29 28923
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高田　凌佑            ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               安室中学 中学（3）1 28109

森中健太郎            ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路商業高校 高校（3）2 28309

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（2）3 28380

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（1）4 28507

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（2）5 28602

石田　敦也            ｲｼﾀﾞ ｱﾂﾔ                関西学院高等 高校（1）6 28603

八木　秀太            ﾔｷﾞ ｼｭｳﾀ                関西学院高等 高校（2）7 28603

小澤　大地            ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 小学（4）8 28801

馬場　冬真            ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ               イトマン川西 小学（5）9 28801

小野　幹太            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  イトマン川西 小学（6）10 28801

須波　佳吾            ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ                塚口ＳＳ 高校（2）11 28805

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（1）12 28805

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（2）13 28806

水谷　蒼太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               市川洗心館 小学（5）14 28806

大園　悠生            ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳｷ               尼崎ＳＳ 高校（1）15 28808

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                尼崎ＳＳ 中学（1）16 28808

岩下健太郎            ｲﾜｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ              尼崎ＳＳ 小学（4）17 28808

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）18 28812

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（3）19 28812

岡部　圭哉            ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ                イトマン神戸 中学（1）20 28815

山中　陽希            ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（3）21 28816

岡部　　翔            ｵｶﾍﾞ ｶｹﾙ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）22 28816

吉田　怜央            ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）23 28816

髙瀬　慶太            ﾀｶｾ ｹｲﾀ                 姫路スポーツ 小学（6）24 28822

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（3）25 28825

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ明石 小学（6）26 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（4）27 28825

萩原　獅士            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾚｵ                ＮＳＩパール 小学（3）28 28826

上村　樹輝            ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭｷ               ＮＳＩパール 小学（5）29 28826

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（2）30 28826

村上　徹平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ＮＳＩパール 小学（3）31 28826

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（4）32 28829

村木　　力            ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）33 28829

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）34 28829

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（4）35 28829

三原　慶悟            ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）36 28829

中西　　奏            ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）37 28829

永井亜怜駆            ﾅｶﾞｲ ｱﾚｸ                ＪＳＳ御影 小学（6）38 28833

岡﨑　太暉            ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）39 28835

松本　拓己            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ                姫路ＳＳ 小学（4）40 28838

藤井　祐太            ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ                姫路ＳＳ 高校（1）41 28838

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                ＮＳＩ舞子 高校（2）42 28840

辻阪　昭弘            ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ              ＮＳＩ舞子 小学（4）43 28840

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（4）44 28849

内田　佳汰            ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾀ                ＪＳＳニホー 高校（1）45 28849

川﨑　拓人            ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ                ＪＳＳニホー 小学（4）46 28849

竹内　寛太            ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ                彩華ＳＣ 中学（3）47 28851

岡原　快斗            ｵｶﾊﾗ ｶｲﾄ                ＪＳＳ妙法寺 小学（4）48 28852

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（2）49 28855
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簑田　一輝            ﾐﾉﾀ ｶｽﾞｷ                神鉄ＳＳ 中学（3）50 28857

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ                コナミ三田 小学（5）51 28860

北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 中学（1）52 28864

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 尼崎市スポ振 中学（1）53 28865

髙谷　大稀            ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ               尼崎市スポ振 高校（2）54 28865

岡　　謙佑            ｵｶ ｹﾝｽｹ                 ＳＵＮ加西 小学（6）55 28866

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               武庫之荘ＳＳ 小学（4）56 28870

山田　海斗            ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ                武庫之荘ＳＳ 小学（6）57 28870

久保　　翔            ｸﾎﾞ ｶｹﾙ                 ニスポ上郡 小学（4）58 28871

寺尾　達樹            ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ                 ニスポ上郡 小学（5）59 28871

稗田　凌吾            ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ              ＳＵＮ網干 小学（5）60 28872

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  ＳＵＮ網干 高校（2）61 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 中学（3）62 28872

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 中学（2）63 28872

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（5）64 28872

上田　蒼真            ｳｴﾀﾞ ｿｳﾏ                ＪＳＳ姫路 小学（5）65 28875

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（2）66 28880

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（1）67 28880

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（1）68 28880

神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 イトマン西神 小学（6）69 28880

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 小学（6）70 28881

松居　　駿            ﾏﾂｲ ｼｭﾝ                 MacS武庫川 中学（2）71 28881

影山　瞳冴            ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ              こうでら 小学（6）72 28883

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（1）73 28883

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 中学（3）74 28892

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（3）75 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（4）76 28892

大谷　勇斗            ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）77 28899

大平　理登            ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）78 28899

出羽　晃也            ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）79 28899

左脇　弘大            ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）80 28899

荻野　聡太            ｵｷﾞﾉ ｿｳﾀ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）81 28899

婦木　拓実            ﾌｷ ﾀｸﾐ                  ＰＳＫ 小学（6）82 28900

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（4）83 28904

伊野　凌聖            ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ                ＳＵＮ山崎 中学（1）84 28909

高見　息吹            ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ山崎 中学（3）85 28909

福居　賢太            ﾌｸｲ ｹﾝﾀ                 ＳＵＮ山崎 中学（1）86 28909

野口　壱紳            ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ               ＳＵＮ山崎 小学（5）87 28909

野口　温大            ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ                ＳＵＮ山崎 中学（3）88 28909

津田　悠生            ﾂﾀﾞ ﾕｳ                  NSI南あわじ 小学（5）89 28912

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ベイ板宿ＳＳ 小学（3）90 28920

洲﨑　透真            ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）91 28921

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）92 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）93 28921

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）94 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）95 28921

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）96 28921

北村　峻聖            ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ              ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）97 28923

北村　祥瑛            ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ              ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（2）98 28923
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志水　建斗            ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（1）99 28923

北野　将大            ｷﾀﾉ ﾏｻﾋﾛ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）100 28923

堀　　敬貴            ﾎﾘ ｲﾂｷ                  ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学（3）101 28923
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高田　凌佑            ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               安室中学 中学（3）1 28109

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（1）2 28507

吉田　怜央            ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）3 28816

山中　陽希            ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（3）4 28816

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（2）5 28824

牟田　昇平            ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ                コナミ西宮 高校（1）6 28824

佐伯　一光            ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ               コナミ西宮 中学（3）7 28824

三原　慶悟            ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）8 28829

久保田一矢            ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ               ＳＡ六甲道 中学（1）9 28837

藤井　祐太            ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ                姫路ＳＳ 高校（1）10 28838

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（2）11 28838

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ舞子 中学（3）12 28840

増田　達也            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                コナミ三田 中学（3）13 28860

宗利　昌哉            ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ                ＳＵＮ網干 高校（1）14 28872

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（1）15 28880
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山口　　夏            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂ                姫路商業高校 高校（2）1 28309

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（2）2 28309

小林　茉由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ                市立尼崎高校 高校（2）3 28507

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（2）4 28507

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（1）5 28507

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（1）6 28507

森本　圭子            ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｺ                関西学院高等 高校（1）7 28603

玉田　華菜            ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ                 関西学院高等 高校（1）8 28603

中村さくら            ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ                関西学院高等 高校（1）9 28603

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 夙川学院高校 高校（2）10 28610

重塚　　蒼            ｼｹﾞﾂｶ ｱｵｲ               夙川学院高校 高校（3）11 28610

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 小学（6）12 28801

藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 小学（4）13 28801

黒木　優愛            ｸﾛｷ ﾕｳｱ                 イトマン川西 小学（4）14 28801

秋庭ひなた            ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン川西 小学（4）15 28801

西山　もえ            ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ                 イトマン川西 小学（5）16 28801

横山　玲奈            ﾖｺﾔﾏ ﾚﾅ                 明石ＳＳ 中学（2）17 28804

藤田　美優            ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ                 明石ＳＳ 小学（4）18 28804

渡邊　莉咲            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ               明石ＳＳ 小学（3）19 28804

木村　天美            ｷﾑﾗ ｱﾐ                  明石ＳＳ 中学（2）20 28804

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石ＳＳ 中学（3）21 28804

藤田　詩乃            ﾌｼﾞﾀ ｼﾉ                 塚口ＳＳ 小学（6）22 28805

関戸　珠実            ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）23 28805

栗城　梨穂            ｸﾘｷ ﾘﾎ                  塚口ＳＳ 中学（2）24 28805

須波　知紗            ｽﾅﾐ ﾁｻ                  塚口ＳＳ 小学（6）25 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（4）26 28805

東　　綾音            ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 小学（5）27 28805

長﨑　　葵            ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ               塚口ＳＳ 小学（4）28 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 小学（4）29 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 小学（4）30 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 小学（4）31 28805

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 塚口ＳＳ 小学（6）32 28805

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 小学（4）33 28805

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                市川洗心館 小学（4）34 28806

安江　葉奈            ﾔｽｴ ﾊﾅ                  市川洗心館 小学（6）35 28806

楠田　真子            ｸｽﾀﾞ ﾏｺ                 市川洗心館 高校（2）36 28806

大室　澄玲            ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ                尼崎ＳＳ 小学（3）37 28808

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                尼崎ＳＳ 小学（4）38 28808

川本　衣織            ｶﾜﾓﾄ ｲｵﾘ                尼崎ＳＳ 高校（2）39 28808

石﨑帆乃果            ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ               ＪＳＳ三木 小学（3）40 28810

進藤　凪沙            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ              ＪＳＳ三木 中学（2）41 28810

大上　美里            ｵｵｳｴ ﾐｻﾄ                ＪＳＳ三木 小学（4）42 28810

敦見　穂花            ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ三木 小学（5）43 28810

松田　夢歩            ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ                ＮＳＩ清和台 中学（1）44 28812

山本　莉子            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）45 28812

堂北　砂丘            ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ                ＮＳＩ清和台 小学（4）46 28812

岡田　留奈            ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 高校（3）47 28814

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                コナミ東加古 中学（1）48 28814

平川　陽菜            ﾋﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ                コナミ東加古 小学（6）49 28814
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石田　実蕗            ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（6）50 28814

久谷悠良々            ﾋｻﾀﾆ ﾕﾗﾗ                コナミ東加古 小学（5）51 28814

久保田帆南            ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ                 コナミ東加古 小学（5）52 28814

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（5）53 28815

惣田　桃菜            ｿｳﾀﾞ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 小学（4）54 28815

松岡　夢葉            ﾏﾂｵｶ ﾕﾒﾊ                イトマン神戸 小学（4）55 28815

森田　彩乃            ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ                 イトマン神戸 小学（4）56 28815

上山　彩花            ｳｴﾔﾏ ｱﾔｶ                イトマン神戸 小学（4）57 28815

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 小学（5）58 28815

沖山　七菜            ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ                 イトマン神戸 小学（5）59 28815

畑佐　真悠            ﾊﾀｻ ﾏﾅﾊ                 イトマン神戸 小学（5）60 28815

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 イトマン神戸 中学（1）61 28815

吉村　安珠            ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ               イトマン神戸 小学（4）62 28815

上阪　莉穂            ｳｴｻｶ ﾘﾎ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）63 28816

山下　愛莉            ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾘ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）64 28816

高谷　香帆            ﾀｶﾔ ｶﾎ                  STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（4）65 28816

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                コナミ新長田 小学（4）66 28818

船越　涼菜            ﾌﾅｺｼ ｽｽﾞﾅ               コナミ新長田 小学（6）67 28818

大頭美菜穂            ﾀﾞｲﾄｳ ﾐﾅﾎ               コナミ新長田 中学（1）68 28818

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                コナミ新長田 小学（6）69 28818

福本芙未香            ﾌｸﾓﾄ ﾌﾐｶ                コナミ新長田 中学（3）70 28818

五十嵐京子            ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｺ              イトマン西宮 小学（4）71 28820

菊川　真望            ｷｸｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ               イトマン西宮 中学（3）72 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（4）73 28820

平岡　由莉            ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ                 イトマン西宮 小学（4）74 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 小学（4）75 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（4）76 28820

渡辺　美咲            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ               イトマン西宮 小学（6）77 28820

松本　実優            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ                イトマン西宮 高校（2）78 28820

松田　舞美            ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲﾐ                イトマン西宮 小学（6）79 28820

赤坂　愛来            ｱｶｻｶ ﾒｸﾞ                イトマン西宮 小学（6）80 28820

小林　幸愛            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ               姫路スポーツ 小学（5）81 28822

治田　柚菜            ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ               姫路スポーツ 中学（1）82 28822

桜井　　零            ｻｸﾗｲ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（4）83 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（4）84 28824

水上　仁乃            ﾐｽﾞｶﾐ ﾆﾉ                コナミ西宮 小学（4）85 28824

江前　日和            ｴﾏｴ ﾋﾖﾘ                 コナミ西宮 小学（5）86 28824

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 高校（1）87 28824

武内みなみ            ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ                コナミ西宮 小学（5）88 28824

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  コナミ西宮 小学（4）89 28824

中筋　梨緒            ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ                コナミ西宮 中学（1）90 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（5）91 28824

岡田　萌愛            ｵｶﾀﾞ ﾓｴ                 コナミ西宮 小学（6）92 28824

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（5）93 28825

肥後　采那            ﾋｺﾞ ｱﾔﾅ                 コナミ明石 中学（3）94 28825

林　　玲菜            ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ                 ＮＳＩパール 小学（4）95 28826

桂　　涼羽            ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ                ＮＳＩパール 小学（5）96 28826

神谷　優月            ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ                ＮＳＩパール 小学（5）97 28826

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（1）98 28826
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吉田　結奈            ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（6）99 28826

石金和花菜            ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ                本山ＳＳ 小学（5）100 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               本山ＳＳ 小学（4）101 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                本山ＳＳ 小学（4）102 28828

松田　沙希            ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ                 本山ＳＳ 小学（5）103 28828

髙須賀美紅            ﾀｶｽｶ ﾐｸ                 本山ＳＳ 小学（6）104 28828

清水　　葵            ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ                本山ＳＳ 小学（6）105 28828

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 本山ＳＳ 小学（6）106 28828

谷山　桜子            ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ               本山ＳＳ 小学（5）107 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 本山ＳＳ 中学（1）108 28828

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 本山ＳＳ 高校（1）109 28828

花田　真幸            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｷ                本山ＳＳ 中学（3）110 28828

松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 本山ＳＳ 中学（3）111 28828

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 本山ＳＳ 中学（3）112 28828

奥井つかさ            ｵｸｲ ﾂｶｻ                 本山ＳＳ 中学（2）113 28828

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                本山ＳＳ 中学（2）114 28828

田中真奈美            ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ                 本山ＳＳ 中学（1）115 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 本山ＳＳ 中学（1）116 28828

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）117 28829

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）118 28829

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）119 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）120 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）121 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）122 28829

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                神戸北須磨ST 中学（3）123 28830

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（2）124 28831

坂部　日美            ｻｶﾍﾞ ﾋﾋﾞ                ＫＴＶ垂水 小学（4）125 28831

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）126 28831

迫平　晴香            ｻｺﾋﾗ ﾊﾙｶ                ＫＴＶ垂水 中学（3）127 28831

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 小学（6）128 28831

天川　晶子            ｱﾏｶﾜ ｱｷｺ                ＪＳＳ御影 高校（3）129 28833

合葉　愛美            ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ                ＪＳＳ御影 小学（4）130 28833

池本　彩乃            ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ                ＪＳＳ御影 小学（5）131 28833

入江　結月            ｲﾘｴ ﾕﾂｷ                 ＪＳＳ御影 小学（5）132 28833

大川　華澄            ｵｵｶﾜ ｶｽﾐ                ＪＳＳ御影 小学（5）133 28833

今崎有貴歩            ｲﾏｻｷ ﾕｷﾎ                ＪＳＳ御影 高校（2）134 28833

的場眞優子            ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾕｺ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）135 28835

佐藤　綾香            ｻﾄｳ ｱﾔｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）136 28835

岡本　絹世            ｵｶﾓﾄ ｷﾇﾖ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）137 28835

菅原　優夏            ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）138 28835

雲田　里奈            ｸﾓﾀﾞ ﾘﾅ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）139 28835

三谷　奈生            ﾐﾀﾆ ﾅｵ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）140 28835

和田　野愛            ﾜﾀﾞ ﾉｱ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）141 28835

赤穂　　陽            ｱｺｳ ﾋﾅﾀ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）142 28835

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）143 28835

菅原　夏希            ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）144 28835

大橋　鈴羅            ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）145 28835

片山　珠里            ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）146 28835

牧野　　空            ﾏｷﾉ ｿﾗ                  ＳＡ六甲道 小学（5）147 28837
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内藤こゆき            ﾅｲﾄｳ ｺﾕｷ                ＳＡ六甲道 小学（4）148 28837

坂井　心咲            ｻｶｲ ﾐｻｷ                 コパン須磨 小学（5）149 28839

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ舞子 小学（6）150 28840

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                ＮＳＩ舞子 中学（1）151 28840

北見　茉暖            ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ                 ＮＳＩ舞子 中学（2）152 28840

中尾　　恵            ﾅｶｵ ﾒｸﾞﾐ                ＮＳＩ舞子 高校（2）153 28840

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 ＮＳＩ舞子 小学（5）154 28840

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 ＮＳＩ舞子 高校（3）155 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ舞子 小学（5）156 28840

西浦　紀実            ﾆｼｳﾗ ｷﾐ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）157 28840

中谷まりな            ﾅｶﾀﾆ ﾏﾘﾅ                ＪＳＳ川西 高校（1）158 28843

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳ川西 中学（2）159 28843

時岡　優衣            ﾄｷｵｶ ﾕｲ                 ＪＳＳ川西 小学（5）160 28843

鈴木和瑚美            ｽｽﾞｷ ﾅｺﾞﾐ               ＪＳＳ川西 小学（6）161 28843

橋本夏菜恵            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ                ＪＳＳ川西 小学（5）162 28843

坂本　郁未            ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ                西脇天神池 高校（1）163 28845

阿部いぶき            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                西脇天神池 中学（2）164 28845

谷口　日菜            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅ                西脇天神池 小学（6）165 28845

廣田　真結            ﾋﾛﾀ ﾏﾕ                  ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）166 28847

田中　心直            ﾀﾅｶ ｺｺﾅ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（1）167 28847

宮前　咲乃            ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ                ＳＵＮ姫路 中学（2）168 28848

井上　なつ            ｲﾉｳｴ ﾅﾂ                 ＳＵＮ姫路 小学（4）169 28848

宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（5）170 28848

衣笠　海音            ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ               ＳＵＮ姫路 小学（6）171 28848

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 小学（4）172 28848

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 ＳＵＮ姫路 中学（1）173 28848

山﨑　真衣            ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ                ＳＵＮ姫路 中学（2）174 28848

山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳニホー 小学（5）175 28849

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 ＪＳＳニホー 小学（6）176 28849

柴原　茉白            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｼﾛ               ＪＳＳニホー 小学（5）177 28849

岡﨑　明希            ｵｶｻﾞｷ ｱｷ                ＪＳＳニホー 小学（5）178 28849

宮城　　澪            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ                 ＪＳＳニホー 高校（1）179 28849

井上かのん            ｲﾉｳｴ ｶﾉﾝ                ＪＳＳニホー 小学（4）180 28849

五十嵐　瑶            ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ               ＪＳＳニホー 小学（5）181 28849

工藤ちひろ            ｸﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳニホー 小学（5）182 28849

吉澤　果音            ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾉﾝ               ＪＳＳニホー 小学（3）183 28849

平山　千尋            ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳ妙法寺 中学（2）184 28852

福﨑　由夏            ﾌｸｻｷ ﾕｳｶ                ＪＳＳ妙法寺 中学（2）185 28852

岡田　美咲            ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ                ＪＳＳ妙法寺 中学（1）186 28852

福﨑　彩花            ﾌｸｻｷ ｱﾔｶ                ＪＳＳ妙法寺 小学（5）187 28852

本城　羽琉            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙ               ＪＳＳ妙法寺 小学（3）188 28852

今仲　陽菜            ｲﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）189 28855

諏訪ひかり            ｽﾜ ﾋｶﾘ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（4）190 28855

塩見　千里            ｼｵﾐ ﾁｻﾄ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）191 28855

北川　あい            ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）192 28855

和田なごみ            ﾜﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）193 28855

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）194 28855

和田　茉紘            ﾜﾀﾞ ﾏﾋﾛ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（1）195 28855

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                伊丹有岡ＳＳ 中学（3）196 28855
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浅川　真優            ｱｻｶﾜ ﾏﾕ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）197 28855

飯野　理子            ｲｲﾉ ﾘｺ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（2）198 28855

大木　咲季            ｵｵｷ ｻｷ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（5）199 28855

仲　　綾里            ﾅｶ ｱﾔﾘ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（4）200 28855

簑田　理央            ﾐﾉﾀ ﾘｵ                  神鉄ＳＳ 高校（1）201 28857

吉岡　祐希            ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（2）202 28857

大西　真央            ｵｵﾆｼ ﾏｵ                 神鉄ＳＳ 中学（2）203 28857

有馬　寧花            ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ                神鉄ＳＳ 中学（2）204 28857

栗原みなみ            ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅﾐ                神鉄ＳＳ 中学（1）205 28857

中島　芳夏            ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾅｶ               神鉄ＳＳ 小学（6）206 28857

兵庫　由萌            ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ                コナミ三田 小学（4）207 28860

庄司　彩乃            ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾉ               コナミ三田 小学（6）208 28860

池澤　沙姫            ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ                コナミ三田 中学（1）209 28860

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（4）210 28860

西嶋　栞菜            ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝﾅ               コナミ三田 小学（4）211 28860

結城　千晴            ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ                 コナミ三田 高校（2）212 28860

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 小学（4）213 28860

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                ＳＵＮ太子 小学（4）214 28862

玉井　晴菜            ﾀﾏｲ ﾊﾙﾅ                 ナイスＳＰ 小学（6）215 28864

井上陽菜子            ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ                ナイスＳＰ 小学（6）216 28864

中西　　想            ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ                ナイスＳＰ 小学（6）217 28864

中谷　来夢            ﾅｶﾀﾆ ﾗｲﾑ                ナイスＳＰ 中学（1）218 28864

浦川　結名            ｳﾗｶﾜ ﾕｲﾅ                ナイスＳＰ 小学（4）219 28864

渡瀬夢花里            ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ                 尼崎市スポ振 小学（6）220 28865

西畑　秋甫            ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ                尼崎市スポ振 小学（5）221 28865

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 小学（4）222 28865

寺谷　優那            ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ                尼崎市スポ振 小学（3）223 28865

好本　有紗            ﾖｼﾓﾄ ｱﾘｻ                ＳＵＮ加西 小学（5）224 28866

酒井佳英子            ｻｶｲ ｶｴｺ                 ＧＵＮＺＥ 高校（1）225 28867

板井　楓佳            ｲﾀｲ ﾌｳｶ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）226 28869

藤岡さくら            ﾌｼﾞｵｶ ｻｸﾗ               ＪＳＳ大久保 小学（4）227 28869

碓氷　晃弓            ｳｽｲ ｺﾕﾐ                 ＪＳＳ大久保 小学（4）228 28869

赤松いろは            ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ                ＪＳＳ大久保 小学（5）229 28869

木村　千倖            ｷﾑﾗ ﾁﾕｷ                 武庫之荘ＳＳ 小学（6）230 28870

西雄　愛莉            ﾆｼｵ ｱｲﾘ                 ＳＵＮ網干 小学（4）231 28872

佐々木香暖            ｻｻｷ ｶﾉﾝ                 イトマン三田 高校（1）232 28874

水野　果穂            ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（4）233 28874

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（5）234 28874

大川　來実            ｵｵｶﾜ ｸﾙﾐ                ＪＳＳ姫路 中学（2）235 28875

小田　彩花            ｵﾀﾞ ｲﾛﾊ                 ＪＳＳ姫路 小学（6）236 28875

徳力　菜月            ﾄｸﾘｷ ﾅﾂｷ                ＮＳＩ豊岡 小学（6）237 28876

金納　恋海            ｶﾉｳ ｺｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 中学（1）238 28876

小西悠加里            ｺﾆｼ ﾕｶﾘ                 ＮＳＩ豊岡 高校（2）239 28876

萩尾　柚衣            ﾊｷﾞｵ ﾕｲ                 イトマン西神 小学（4）240 28880

松崎　　愛            ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ                イトマン西神 小学（4）241 28880

山本　未来            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ                 イトマン西神 小学（3）242 28880

楽前　　怜            ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ                イトマン西神 小学（3）243 28880

佐藤　由衣            ｻﾄｳ ﾕｲ                  イトマン西神 小学（3）244 28880

藤川ひまり            ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ               イトマン西神 小学（3）245 28880
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廣岡　　怜            ﾋﾛｵｶ ﾚｲ                 イトマン西神 小学（3）246 28880

山中のどか            ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ               イトマン西神 小学（5）247 28880

草野　月那            ｸｻﾉ ﾂｷﾅ                 イトマン西神 小学（6）248 28880

切原　玉藻            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾏﾓ                イトマン西神 中学（2）249 28880

松崎　舞衣            ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｲ                イトマン西神 小学（6）250 28880

田中山桜桃            ﾀﾅｶ ﾕｽﾗ                 イトマン西神 小学（6）251 28880

原田　愛子            ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ                イトマン西神 小学（4）252 28880

平木　成美            ﾋﾗｷ ﾅﾙﾐ                 イトマン西神 中学（1）253 28880

葛井あすか            ｶﾂｲ ｱｽｶ                 MacS武庫川 中学（2）254 28881

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（5）255 28881

中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               MacS武庫川 中学（1）256 28881

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 小学（6）257 28881

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（5）258 28881

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（4）259 28881

垣尾　真央            ｶｷｵ ﾏｵ                  エスポワＳＳ 高校（3）260 28882

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（4）261 28883

原　由希菜            ﾊﾗ ﾕｷﾅ                  MacS加古川 高校（3）262 28887

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                MacS加古川 小学（5）263 28887

山本菜々美            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ                MacS加古川 小学（6）264 28887

西澤まどか            ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ              MacS加古川 高校（3）265 28887

駒川　　舞            ｺﾏｶﾞﾜ ﾏｲ                MacS加古川 中学（1）266 28887

安田羽衣音            ﾔｽﾀﾞ ﾊｲﾈ                MacS加古川 中学（1）267 28887

有馬　鈴葉            ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ                MacS加古川 中学（2）268 28887

神吉　蘭夢            ｶﾝｷ ﾗﾑ                  MacS加古川 小学（6）269 28887

上垣　友香            ｳｴｶﾞｷ ﾄﾓｶ               MacS加古川 中学（3）270 28887

藤原　綺良            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ               MacS加古川 高校（2）271 28887

小東　あい            ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ                MacS加古川 中学（1）272 28887

高田　彩夏            ﾀｶﾀ ｻﾔｶ                 MacS加古川 中学（3）273 28887

原　寿々花            ﾊﾗ ｽｽﾞｶ                 MacS加古川 小学（5）274 28887

岡村　咲希            ｵｶﾑﾗ ｻｷ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）275 28888

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）276 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）277 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）278 28888

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）279 28888

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）280 28888

野原　花音            ﾉﾊﾗ ｶﾉﾝ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）281 28888

平石　晴菜            ﾋﾗｲｼ ﾊﾙﾅ                ニスポ小野 小学（4）282 28895

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（5）283 28895

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（5）284 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（5）285 28895

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 小学（6）286 28895

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 小学（4）287 28898

加波　智乃            ｶﾅﾐ ﾄﾓﾉ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）288 28899

吉村　未来            ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）289 28899

平松　千音            ﾋﾗﾏﾂ ﾁｵﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）290 28899

荻野　遥花            ｵｷﾞﾉ ﾊﾙｶ                ＰＳＫ 小学（4）291 28900

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（4）292 28901

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 小学（6）293 28904

西塚　彩奈            ﾆｼﾂﾞｶ ｱﾔﾅ               ＳＵＮ山崎 中学（3）294 28909
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平山　桃香            ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ                ＳＵＮ山崎 小学（5）295 28909

河村　　凜            ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ                 赤穂ＳＳ 小学（5）296 28910

大川　希姫            ｵｵｶﾜ ｷｷ                 赤穂ＳＳ 小学（5）297 28910

土谷　咲弥            ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ                 赤穂ＳＳ 小学（4）298 28910

池田　美憂            ｲｹﾀﾞ ﾐｭｳ                赤穂ＳＳ 小学（5）299 28910

髙井　奏来            ﾀｶｲ ｿﾗ                  Ａｑ新宮 小学（4）300 28913

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 洲本ＳＰ 小学（6）301 28916

前橋　　空            ﾏｴﾊｼ ｿﾗ                 ベイ板宿ＳＳ 小学（5）302 28920

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）303 28921

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）304 28921

松井野乃佳            ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）305 28921

平山　夏生            ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂｷ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）306 28921

藤澤　愛海            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）307 28921

松井美依佳            ﾏﾂｲ ﾐｲｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）308 28921

浅越　一葉            ｱｻｺﾞｴ ﾋﾄﾊ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）309 28923

伊藤　未来            ｲﾄｳ ﾐｷ                  ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）310 28923

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ＳＴ淡路 中学（1）311 28926

奈良　悠花            ﾅﾗ ﾊﾙｶ                  ＳＴ淡路 中学（3）312 28926

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ＳＴ淡路 小学（6）313 28926

太田姫梨子            ｵｵﾀ ｷﾘｺ                 ＳＴ淡路 小学（6）314 28926
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山口　　夏            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂ                姫路商業高校 高校（2）1 28309

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（2）2 28309

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（2）3 28507

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（1）4 28507

小林　茉由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ                市立尼崎高校 高校（2）5 28507

喜来　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（1）6 28507

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（1）7 28507

森本　圭子            ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｺ                関西学院高等 高校（1）8 28603

玉田　華菜            ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ                 関西学院高等 高校（1）9 28603

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 夙川学院高校 高校（2）10 28610

中村　真衣            ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ                 仁川学院高校 高校（2）11 28623

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 小学（6）12 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 中学（3）13 28801

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 中学（3）14 28801

栫　なるみ            ｶｺｲ ﾅﾙﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）15 28805

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）16 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 中学（3）17 28805

西　　藍霞            ﾆｼ ｱｲｶ                  塚口ＳＳ 高校（1）18 28805

須波　知紗            ｽﾅﾐ ﾁｻ                  塚口ＳＳ 小学（6）19 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（1）20 28805

上中　眞依            ｳｴﾅｶ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 高校（2）21 28805

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                塚口ＳＳ 高校（2）22 28805

玉村　晴紀            ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（2）23 28805

難波　実央            ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ                 市川洗心館 高校（1）24 28806

進藤　凪沙            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ              ＪＳＳ三木 中学（2）25 28810

阪口　智美            ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ               ＪＳＳ三木 中学（2）26 28810

石﨑由稀乃            ｲｼｻﾞｷ ﾕｷﾉ               ＪＳＳ三木 高校（2）27 28810

山本　美輝            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）28 28812

松田　夢歩            ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ                ＮＳＩ清和台 中学（1）29 28812

久谷悠良々            ﾋｻﾀﾆ ﾕﾗﾗ                コナミ東加古 小学（5）30 28814

岡田　留奈            ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 高校（3）31 28814

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 コナミ東加古 中学（3）32 28814

岩田　旭代            ｲﾜﾀ ｱｷﾖ                 コナミ東加古 高校（2）33 28814

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                コナミ東加古 中学（1）34 28814

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 コナミ東加古 中学（1）35 28814

石田　実蕗            ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（6）36 28814

小山　奈々            ｺﾔﾏ ﾅﾅ                  イトマン神戸 中学（3）37 28815

広瀬　優香            ﾋﾛｾ ﾕｳｶ                 イトマン神戸 中学（1）38 28815

岡本　優那            ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾅ                イトマン神戸 中学（2）39 28815

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 イトマン神戸 中学（1）40 28815

増谷　涼未            ﾏｽﾀﾆ ｽｽﾞﾐ               イトマン神戸 小学（6）41 28815

山村　瑠依            ﾔﾏﾑﾗ ﾙｲ                 イトマン神戸 小学（6）42 28815

檜山　晴帆            ﾋﾔﾏ ﾊﾙﾎ                 イトマン神戸 中学（2）43 28815

藤本　理子            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）44 28816

山下　愛莉            ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾘ                STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（6）45 28816

上阪　莉穂            ｳｴｻｶ ﾘﾎ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）46 28816

大頭美菜穂            ﾀﾞｲﾄｳ ﾐﾅﾎ               コナミ新長田 中学（1）47 28818

松本　実優            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ                イトマン西宮 高校（2）48 28820

増田　彩花            ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ                イトマン西宮 中学（3）49 28820
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菊川　真望            ｷｸｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ               イトマン西宮 中学（3）50 28820

井上　真緒            ｲﾉｳｴ ﾏｵ                 イトマン西宮 小学（6）51 28820

赤坂　愛来            ｱｶｻｶ ﾒｸﾞ                イトマン西宮 小学（6）52 28820

渡辺　美咲            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ               イトマン西宮 小学（6）53 28820

田畑　なる            ﾀﾊﾀ ﾅﾙ                  姫路スポーツ 中学（1）54 28822

治田　柚菜            ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ               姫路スポーツ 中学（1）55 28822

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 高校（1）56 28824

岡田　萌愛            ｵｶﾀﾞ ﾓｴ                 コナミ西宮 小学（6）57 28824

中筋　梨緒            ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ                コナミ西宮 中学（1）58 28824

衛門　麗未            ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ                コナミ西宮 中学（2）59 28824

金本　美先            ｶﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ                コナミ西宮 小学（6）60 28824

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 中学（3）61 28824

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（1）62 28825

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（1）63 28825

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（1）64 28826

吉田　結奈            ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（6）65 28826

清水　　葵            ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ                本山ＳＳ 小学（6）66 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 本山ＳＳ 中学（1）67 28828

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 本山ＳＳ 高校（1）68 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                本山ＳＳ 中学（1）69 28828

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 本山ＳＳ 小学（6）70 28828

花田　真幸            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｷ                本山ＳＳ 中学（3）71 28828

奥井つかさ            ｵｸｲ ﾂｶｻ                 本山ＳＳ 中学（2）72 28828

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 本山ＳＳ 中学（3）73 28828

松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 本山ＳＳ 中学（3）74 28828

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                本山ＳＳ 中学（2）75 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 本山ＳＳ 中学（1）76 28828

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）77 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）78 28829

白井　璃緒            ｼﾗｲ ﾘｵ                  ＪＳＳ宝塚 高校（1）79 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）80 28829

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                神戸北須磨ST 中学（3）81 28830

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（2）82 28831

迫平　晴香            ｻｺﾋﾗ ﾊﾙｶ                ＫＴＶ垂水 中学（3）83 28831

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）84 28831

天川　晶子            ｱﾏｶﾜ ｱｷｺ                ＪＳＳ御影 高校（3）85 28833

岡本　絹世            ｵｶﾓﾄ ｷﾇﾖ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）86 28835

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）87 28835

三谷　奈生            ﾐﾀﾆ ﾅｵ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）88 28835

菅原　優夏            ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）89 28835

菅原　夏希            ｽｶﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）90 28835

佐藤　綾香            ｻﾄｳ ｱﾔｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）91 28835

森下　未央            ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ                 姫路ＳＳ 中学（1）92 28838

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 中学（2）93 28838

坂井　心咲            ｻｶｲ ﾐｻｷ                 コパン須磨 小学（5）94 28839

白土　真奈            ｼﾗﾂﾁ ﾏﾅ                 コパン須磨 小学（6）95 28839

西浦　実桜            ﾆｼｳﾗ ﾐｵ                 ＮＳＩ舞子 中学（2）96 28840

西浦　紀実            ﾆｼｳﾗ ｷﾐ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）97 28840

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 ＮＳＩ舞子 高校（3）98 28840
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古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ舞子 小学（6）99 28840

北見　茉暖            ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ                 ＮＳＩ舞子 中学（2）100 28840

橋本夏菜恵            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ                ＪＳＳ川西 小学（5）101 28843

大西くるみ            ｵｵﾆｼ ｸﾙﾐ                西脇天神池 高校（1）102 28845

谷口　日菜            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅ                西脇天神池 小学（6）103 28845

阿部いぶき            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                西脇天神池 中学（2）104 28845

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 小学（6）105 28848

津田怜央菜            ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ                 ＳＵＮ姫路 小学（6）106 28848

衣笠　海音            ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ               ＳＵＮ姫路 小学（6）107 28848

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 小学（6）108 28848

宮前　咲乃            ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ                ＳＵＮ姫路 中学（2）109 28848

山﨑　真衣            ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ                ＳＵＮ姫路 中学（2）110 28848

柴坂　風花            ｼﾊﾞｻｶ ﾌｳｶ               ＪＳＳニホー 中学（1）111 28849

小林　未来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ                ＪＳＳニホー 高校（2）112 28849

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（1）113 28849

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 ＪＳＳニホー 小学（6）114 28849

福﨑　由夏            ﾌｸｻｷ ﾕｳｶ                ＪＳＳ妙法寺 中学（2）115 28852

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（1）116 28855

飯野　理子            ｲｲﾉ ﾘｺ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（2）117 28855

近間　未悠            ﾁｶﾏ ﾐﾕ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（1）118 28855

栗原みなみ            ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅﾐ                神鉄ＳＳ 中学（1）119 28857

石本　　佳            ｲｼﾓﾄ ｹｲ                 神鉄ＳＳ 中学（1）120 28857

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 神鉄ＳＳ 中学（2）121 28857

簑田　理央            ﾐﾉﾀ ﾘｵ                  神鉄ＳＳ 高校（1）122 28857

大西　真央            ｵｵﾆｼ ﾏｵ                 神鉄ＳＳ 中学（2）123 28857

山本　真子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ                 神鉄ＳＳ 高校（1）124 28857

有馬　寧花            ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ                神鉄ＳＳ 中学（2）125 28857

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 小学（6）126 28860

結城　千晴            ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ                 コナミ三田 高校（2）127 28860

清水　結唯            ｼﾐｽﾞ ﾕｲ                 コナミ三田 中学（1）128 28860

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 中学（1）129 28860

松岡　由唯            ﾏﾂｵｶ ﾕｲ                 ＳＵＮ太子 中学（2）130 28862

井上陽菜子            ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ                ナイスＳＰ 小学（6）131 28864

中西　　想            ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ                ナイスＳＰ 小学（6）132 28864

中谷　来夢            ﾅｶﾀﾆ ﾗｲﾑ                ナイスＳＰ 中学（1）133 28864

玉井　晴菜            ﾀﾏｲ ﾊﾙﾅ                 ナイスＳＰ 小学（6）134 28864

寺谷　優凜            ﾃﾗﾀﾆ ﾏﾘﾝ                尼崎市スポ振 中学（1）135 28865

渡瀬夢花里            ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ                 尼崎市スポ振 小学（6）136 28865

久斗　奈々            ﾋｻﾄ ﾅﾅ                  ＳＵＮ加西 中学（1）137 28866

田中　稀琳            ﾀﾅｶ ｷﾘﾝ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）138 28867

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）139 28867

野田ほのか            ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ                 ＧＵＮＺＥ 中学（3）140 28867

中　　彩佳            ﾅｶ ｻﾔｶ                  ＧＵＮＺＥ 高校（1）141 28867

岡﨑　優依            ｵｶｻﾞｷ ﾕｲ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）142 28867

信川　絢里            ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ               ＪＳＳ大久保 中学（2）143 28869

板井　楓佳            ｲﾀｲ ﾌｳｶ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）144 28869

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ                 ＪＳＳ大久保 小学（6）145 28869

佐原　友恵            ｻﾊﾗ ﾄﾓｴ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）146 28870

石田結衣佳            ｲｼﾀﾞ ﾕｲｶ                武庫之荘ＳＳ 中学（1）147 28870

48/70 ページ2015年6月28日 2:15:34



女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第38回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＳＵＮ網干 中学（1）148 28872

佐々木香暖            ｻｻｷ ｶﾉﾝ                 イトマン三田 高校（1）149 28874

前田　樹音            ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾈ               ＪＳＳ姫路 小学（6）150 28875

西垣　志保            ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ                ＪＳＳ姫路 小学（5）151 28875

金納　恋海            ｶﾉｳ ｺｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 中学（1）152 28876

金納　友海            ｶﾉｳ ﾕｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 高校（1）153 28876

山中のどか            ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ               イトマン西神 小学（5）154 28880

草野　月那            ｸｻﾉ ﾂｷﾅ                 イトマン西神 小学（6）155 28880

田中山桜桃            ﾀﾅｶ ﾕｽﾗ                 イトマン西神 小学（6）156 28880

平木　成美            ﾋﾗｷ ﾅﾙﾐ                 イトマン西神 中学（1）157 28880

切原　玉藻            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾏﾓ                イトマン西神 中学（2）158 28880

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 小学（6）159 28881

吉　　愛寛            ﾖｼ ﾏﾋﾛ                  MacS武庫川 中学（1）160 28881

水田千有里            ﾐｽﾞﾀ ﾁﾕﾘ                エスポワＳＳ 中学（1）161 28882

垣尾　真央            ｶｷｵ ﾏｵ                  エスポワＳＳ 高校（3）162 28882

足立　果穂            ｱﾀﾞﾁ ｶﾎ                 エスポワＳＳ 中学（2）163 28882

駒川　　結            ｺﾏｶﾞﾜ ﾕｲ                MacS加古川 小学（6）164 28887

上垣　友香            ｳｴｶﾞｷ ﾄﾓｶ               MacS加古川 中学（3）165 28887

安田羽衣音            ﾔｽﾀﾞ ﾊｲﾈ                MacS加古川 中学（1）166 28887

西澤まどか            ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ              MacS加古川 高校（3）167 28887

高田　彩夏            ﾀｶﾀ ｻﾔｶ                 MacS加古川 中学（3）168 28887

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             MacS加古川 高校（3）169 28887

駒川　　舞            ｺﾏｶﾞﾜ ﾏｲ                MacS加古川 中学（1）170 28887

宮島　恵那            ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾅ                MacS加古川 小学（6）171 28887

山本菜々美            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ                MacS加古川 小学（6）172 28887

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）173 28888

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（2）174 28903

西川　未来            ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ                Ａｑ相生 中学（2）175 28904

尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（1）176 28904

谷口　楓歌            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳｶ               ＳＵＮ山崎 中学（3）177 28909

福井　菜月            ﾌｸｲ ﾅﾂｷ                 ＳＵＮ山崎 中学（1）178 28909

野口　裕栞            ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ                ＳＵＮ山崎 中学（2）179 28909

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 赤穂ＳＳ 中学（3）180 28910

舩本　愛子            ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ                赤穂ＳＳ 中学（1）181 28910

猪谷　咲紀            ｲﾉﾀﾆ ｻｷ                 赤穂ＳＳ 高校（1）182 28910

藤澤　愛海            ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）183 28921

奈良　悠花            ﾅﾗ ﾊﾙｶ                  ＳＴ淡路 中学（3）184 28926

太田姫梨子            ｵｵﾀ ｷﾘｺ                 ＳＴ淡路 小学（6）185 28926

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ＳＴ淡路 小学（6）186 28926

49/70 ページ2015年6月28日 2:15:34



女子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第38回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（1）1 28309

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（1）2 28507

大島　三央            ｵｵｼﾏ ﾐｵ                 市立尼崎高校 高校（3）3 28507

和田安津美            ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ                夙川学院高校 高校（1）4 28610

中村　真衣            ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ                 仁川学院高校 高校（2）5 28623

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 中学（3）6 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 中学（3）7 28801

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石ＳＳ 中学（3）8 28804

長　佑宜子            ﾁｮｳ ﾕｷｺ                 塚口ＳＳ 高校（2）9 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（2）10 28805

西　　藍霞            ﾆｼ ｱｲｶ                  塚口ＳＳ 高校（1）11 28805

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）12 28805

栫　なるみ            ｶｺｲ ﾅﾙﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）13 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（1）14 28805

難波　実央            ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ                 市川洗心館 高校（1）15 28806

高尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 市川洗心館 中学（1）16 28806

山本　美輝            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）17 28812

木村　百香            ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ                 コナミ東加古 中学（3）18 28814

山内　里咲            ﾔﾏｳﾁ ﾘｻ                 コナミ東加古 中学（3）19 28814

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ東加古 中学（2）20 28814

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 コナミ東加古 中学（1）21 28814

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 イトマン神戸 中学（1）22 28815

小山　奈々            ｺﾔﾏ ﾅﾅ                  イトマン神戸 中学（3）23 28815

増谷　涼未            ﾏｽﾀﾆ ｽｽﾞﾐ               イトマン神戸 小学（6）24 28815

広瀬　優香            ﾋﾛｾ ﾕｳｶ                 イトマン神戸 中学（1）25 28815

檜山　晴帆            ﾋﾔﾏ ﾊﾙﾎ                 イトマン神戸 中学（2）26 28815

山村　瑠依            ﾔﾏﾑﾗ ﾙｲ                 イトマン神戸 小学（6）27 28815

藤本　理子            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ                STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（1）28 28816

高谷　海咲            ﾀｶﾔ ﾐｻｷ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）29 28816

増田　彩花            ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ                イトマン西宮 中学（3）30 28820

池内　優果            ｲｹｳﾁ ﾕｳｶ                姫路スポーツ 高校（2）31 28822

田畑　なる            ﾀﾊﾀ ﾅﾙ                  姫路スポーツ 中学（1）32 28822

衛門　麗未            ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ                コナミ西宮 中学（2）33 28824

金本　美先            ｶﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ                コナミ西宮 小学（6）34 28824

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 中学（3）35 28824

笠松　百佳            ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 高校（1）36 28824

石田　絢子            ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ                本山ＳＳ 中学（3）37 28828

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）38 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（2）39 28831

今崎有貴歩            ｲﾏｻｷ ﾕｷﾎ                ＪＳＳ御影 高校（2）40 28833

中村　睦実            ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ                ＪＳＳ御影 中学（1）41 28833

森下　未央            ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ                 姫路ＳＳ 中学（1）42 28838

西浦　実桜            ﾆｼｳﾗ ﾐｵ                 ＮＳＩ舞子 中学（2）43 28840

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）44 28840

本田　桃香            ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｶ                ＮＳＩ舞子 中学（3）45 28840

大西くるみ            ｵｵﾆｼ ｸﾙﾐ                西脇天神池 高校（1）46 28845

清水　史華            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ                ＳＵＮ姫路 高校（3）47 28848

津田怜央菜            ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ                 ＳＵＮ姫路 小学（6）48 28848

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 小学（6）49 28848
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山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 小学（6）50 28848

近間　未悠            ﾁｶﾏ ﾐﾕ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（1）51 28855

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                伊丹有岡ＳＳ 中学（3）52 28855

吉岡　颯希            ﾖｼｵｶ ｻﾂｷ                神鉄ＳＳ 中学（1）53 28857

石本　　佳            ｲｼﾓﾄ ｹｲ                 神鉄ＳＳ 中学（1）54 28857

山本　真子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ                 神鉄ＳＳ 高校（1）55 28857

清水　結唯            ｼﾐｽﾞ ﾕｲ                 コナミ三田 中学（1）56 28860

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 中学（1）57 28860

久斗　奈々            ﾋｻﾄ ﾅﾅ                  ＳＵＮ加西 中学（1）58 28866

中　　彩佳            ﾅｶ ｻﾔｶ                  ＧＵＮＺＥ 高校（1）59 28867

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）60 28867

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ                 ＪＳＳ大久保 小学（6）61 28869

信川　絢里            ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ               ＪＳＳ大久保 中学（2）62 28869

石田結衣佳            ｲｼﾀﾞ ﾕｲｶ                武庫之荘ＳＳ 中学（1）63 28870

中間　来夢            ﾅｶﾏ ﾗｲﾑ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）64 28870

佐原　友恵            ｻﾊﾗ ﾄﾓｴ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）65 28870

平野　佑有            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン三田 中学（2）66 28874

大川　來実            ｵｵｶﾜ ｸﾙﾐ                ＪＳＳ姫路 中学（2）67 28875

西垣　志保            ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ                ＪＳＳ姫路 小学（5）68 28875

金納　友海            ｶﾉｳ ﾕｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 高校（1）69 28876

小林なの葉            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾉﾊ               イトマン西神 高校（1）70 28880

水田千有里            ﾐｽﾞﾀ ﾁﾕﾘ                エスポワＳＳ 中学（1）71 28882

足立　果穂            ｱﾀﾞﾁ ｶﾎ                 エスポワＳＳ 中学（2）72 28882

宮島　恵那            ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾅ                MacS加古川 小学（6）73 28887

三村　優奈            ﾐﾑﾗ ﾕﾅ                  ニスポ小野 中学（1）74 28895

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）75 28899

井上　真帆            ｲﾉｳｴ ﾏﾎ                 ＰＳＫ 中学（1）76 28900

浅　麻菜美            ｱｻ ﾏﾅﾐ                  ベイ板宿ＳＳ 中学（2）77 28920

根上　雪華            ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）78 28923

51/70 ページ2015年6月28日 2:15:35



女子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第38回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

矢野　真穂            ﾔﾉ ﾏﾎ                   姫路商業高校 高校（2）1 28309

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（1）2 28309

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（1）3 28507

大島　三央            ｵｵｼﾏ ﾐｵ                 市立尼崎高校 高校（3）4 28507

和田安津美            ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ                夙川学院高校 高校（1）5 28610

向谷　　舞            ﾑｶｲﾀﾞﾆ ﾏｲ               夙川学院高校 高校（3）6 28610

長　佑宜子            ﾁｮｳ ﾕｷｺ                 塚口ＳＳ 高校（2）7 28805

木村　百香            ｷﾑﾗ ﾓﾓｶ                 コナミ東加古 中学（3）8 28814

山内　里咲            ﾔﾏｳﾁ ﾘｻ                 コナミ東加古 中学（3）9 28814

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ東加古 中学（2）10 28814

森山　瑠々            ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ                 コナミ東加古 中学（2）11 28814

河内　結和            ｶﾜﾁ ﾕｲｶ                 イトマン神戸 高校（3）12 28815

竹内　美希            ﾀｹｳﾁ ﾐｷ                 イトマン神戸 中学（3）13 28815

高谷　海咲            ﾀｶﾔ ﾐｻｷ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）14 28816

池内　優果            ｲｹｳﾁ ﾕｳｶ                姫路スポーツ 高校（2）15 28822

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 コナミ西宮 高校（1）16 28824

笠松　百佳            ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 高校（1）17 28824

竹林　理子            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ               コナミ西宮 高校（1）18 28824

豊山　奈美            ﾄﾖﾔﾏ ﾅﾐ                 コナミ西宮 高校（2）19 28824

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮 高校（3）20 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 中学（3）21 28824

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（2）22 28825

廣本　　瞭            ﾋﾛﾓﾄ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 高校（3）23 28829

渋谷　綾乃            ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ               ＪＳＳ宝塚 高校（1）24 28829

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）25 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（2）26 28831

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 中学（2）27 28838

本田　桃香            ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｶ                ＮＳＩ舞子 中学（3）28 28840

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（1）29 28848

小林　未来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ                ＪＳＳニホー 高校（2）30 28849

宮城　　澪            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ                 ＪＳＳニホー 高校（1）31 28849

吉岡　颯希            ﾖｼｵｶ ｻﾂｷ                神鉄ＳＳ 中学（1）32 28857

土屋　優里            ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ                 コナミ三田 中学（2）33 28860

谷本　藍子            ﾀﾆﾓﾄ ｱｲｺ                コナミ三田 高校（3）34 28860

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（2）35 28871

平野　佑有            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン三田 中学（2）36 28874

小林なの葉            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾉﾊ               イトマン西神 高校（1）37 28880

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（2）38 28883

清水　楓未            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（1）39 28888

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）40 28899

下浦　菜月            ｼﾓｳﾗ ﾅﾂｷ                ＪＳＳ北神戸 高校（1）41 28899

谷口　楓歌            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳｶ               ＳＵＮ山崎 中学（3）42 28909

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 赤穂ＳＳ 中学（3）43 28910

浅　麻菜美            ｱｻ ﾏﾅﾐ                  ベイ板宿ＳＳ 中学（2）44 28920

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）45 28921
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向谷　　舞            ﾑｶｲﾀﾞﾆ ﾏｲ               夙川学院高校 高校（3）1 28610

井内　真子            ｲｳﾁ ﾏｺ                  尼崎ＳＳ 高校（1）2 28808

森山　瑠々            ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ                 コナミ東加古 中学（2）3 28814

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 中学（2）4 28814

竹内　美希            ﾀｹｳﾁ ﾐｷ                 イトマン神戸 中学（3）5 28815

河内　結和            ｶﾜﾁ ﾕｲｶ                 イトマン神戸 高校（3）6 28815

竹林　理子            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ               コナミ西宮 高校（1）7 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 中学（3）8 28824

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮 高校（3）9 28824

豊山　奈美            ﾄﾖﾔﾏ ﾅﾐ                 コナミ西宮 高校（2）10 28824

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 コナミ西宮 高校（1）11 28824

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（2）12 28825

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）13 28829

廣本　　瞭            ﾋﾛﾓﾄ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 高校（3）14 28829

渋谷　綾乃            ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ               ＪＳＳ宝塚 高校（1）15 28829

清水　史華            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ                ＳＵＮ姫路 高校（3）16 28848

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（1）17 28848

土屋　優里            ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ                 コナミ三田 中学（2）18 28860

谷本　藍子            ﾀﾆﾓﾄ ｱｲｺ                コナミ三田 高校（3）19 28860

清水　楓未            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（1）20 28888

下浦　菜月            ｼﾓｳﾗ ﾅﾂｷ                ＪＳＳ北神戸 高校（1）21 28899
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藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 小学（4）1 28801

東　　綾音            ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

長﨑　　葵            ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ               塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 小学（3）5 28805

中前　凜音            ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ                尼崎ＳＳ 中学（1）6 28808

松岡　夢葉            ﾏﾂｵｶ ﾕﾒﾊ                イトマン神戸 小学（4）7 28815

沖山　七菜            ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ                 イトマン神戸 小学（5）8 28815

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 イトマン神戸 中学（1）9 28815

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 小学（5）10 28815

上山　彩花            ｳｴﾔﾏ ｱﾔｶ                イトマン神戸 小学（4）11 28815

山本　英穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                イトマン神戸 小学（6）12 28815

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                コナミ新長田 小学（6）13 28818

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                コナミ新長田 小学（4）14 28818

松田　舞美            ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲﾐ                イトマン西宮 小学（6）15 28820

又木　　遥            ﾏﾀｷ ﾊﾙｶ                 イトマン西宮 小学（5）16 28820

大竹　そら            ｵｵﾀｹ ｿﾗ                 イトマン西宮 中学（1）17 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（4）18 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（4）19 28820

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 小学（5）20 28820

五十嵐京子            ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｺ              イトマン西宮 小学（4）21 28820

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 小学（4）22 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（4）23 28822

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 小学（6）24 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（4）25 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（5）26 28824

水上　仁乃            ﾐｽﾞｶﾐ ﾆﾉ                コナミ西宮 小学（4）27 28824

幸田　結菜            ｺｳﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ西宮 小学（6）28 28824

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（5）29 28826

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                本山ＳＳ 小学（4）30 28828

谷山　桜子            ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ               本山ＳＳ 小学（5）31 28828

花田　真思            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ                本山ＳＳ 中学（1）32 28828

坂部　日美            ｻｶﾍﾞ ﾋﾋﾞ                ＫＴＶ垂水 小学（4）33 28831

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 小学（6）34 28831

合葉　愛美            ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ                ＪＳＳ御影 小学（4）35 28833

稲葉　優果            ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ                ＮＳＩ舞子 中学（1）36 28840

仲　　綾里            ﾅｶ ｱﾔﾘ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（4）37 28855

大木　咲季            ｵｵｷ ｻｷ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（5）38 28855

庄司　彩乃            ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾉ               コナミ三田 小学（6）39 28860

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（4）40 28860

兵庫　由萌            ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ                コナミ三田 小学（4）41 28860

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 小学（4）42 28865

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 小学（6）43 28865

川野　愛弥            ｶﾜﾉ ｱﾐ                  ＳＵＮ加西 中学（1）44 28866

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 小学（4）45 28866

藤岡さくら            ﾌｼﾞｵｶ ｻｸﾗ               ＪＳＳ大久保 小学（4）46 28869

中間　来夢            ﾅｶﾏ ﾗｲﾑ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）47 28870

赤松　　雫            ｱｶﾏﾂ ｼｽﾞｸ               ニスポ上郡 小学（4）48 28871

眞部　　月            ﾏﾅﾍﾞ ﾙﾅ                 ＪＳＳ姫路 小学（6）49 28875
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徳力　菜月            ﾄｸﾘｷ ﾅﾂｷ                ＮＳＩ豊岡 小学（6）50 28876

楽前　　怜            ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ                イトマン西神 小学（3）51 28880

藤川ひまり            ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ               イトマン西神 小学（3）52 28880

木村　真菜            ｷﾑﾗ ﾏﾅ                  イトマン西神 小学（5）53 28880

松崎　　愛            ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ                イトマン西神 小学（4）54 28880

原田　愛子            ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ                イトマン西神 小学（4）55 28880

山本　　澪            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ                 イトマン西神 小学（6）56 28880

山本　未来            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ                 イトマン西神 小学（3）57 28880

田中　萌生            ﾀﾅｶ ﾒｲ                  イトマン西神 小学（4）58 28880

松崎　舞衣            ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｲ                イトマン西神 小学（6）59 28880

遠藤　　桃            ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ                イトマン西神 小学（6）60 28880

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（5）61 28881

原　寿々花            ﾊﾗ ｽｽﾞｶ                 MacS加古川 小学（5）62 28887

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）63 28888

岡村　咲希            ｵｶﾑﾗ ｻｷ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）64 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）65 28888

門林なつき            ｶﾄﾞﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ             ニスポ小野 小学（6）66 28895

加波　智乃            ｶﾅﾐ ﾄﾓﾉ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）67 28899

吉村　未来            ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）68 28899

尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（1）69 28904

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 小学（6）70 28904

河村　　凜            ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ                 赤穂ＳＳ 小学（5）71 28910

高橋　紅葉            ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ                ベイ板宿ＳＳ 小学（5）72 28920

椋本　　掬            ﾑｸﾓﾄ ｷｸ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）73 28921

平山　夏生            ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂｷ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）74 28921
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森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（2）1 28507

中岡　璃沙            ﾅｶｵｶ ﾘｻ                 イトマン川西 中学（2）2 28801

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

川上　笑佳            ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ               塚口ＳＳ 高校（3）4 28805

中前　凜音            ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ                尼崎ＳＳ 中学（1）5 28808

遠藤　真緒            ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ                ＪＳＳ三木 高校（2）6 28810

阪口　聡美            ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾐ               ＪＳＳ三木 高校（1）7 28810

岩村　　菫            ｲﾜﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ三木 中学（3）8 28810

阪口　智美            ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ               ＪＳＳ三木 中学（2）9 28810

小田垣諒香            ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ             ＮＳＩ清和台 中学（1）10 28812

山本　英穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                イトマン神戸 小学（6）11 28815

岡本　優那            ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾅ                イトマン神戸 中学（2）12 28815

又木　　遥            ﾏﾀｷ ﾊﾙｶ                 イトマン西宮 小学（5）13 28820

森口　静香            ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ              イトマン西宮 高校（3）14 28820

山田ひかる            ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）15 28820

黄　　意那            ｺｳ ｲﾅ                   イトマン西宮 中学（3）16 28820

大竹　そら            ｵｵﾀｹ ｿﾗ                 イトマン西宮 中学（1）17 28820

幸田　結菜            ｺｳﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ西宮 小学（6）18 28824

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 小学（6）19 28824

中西　香瑠            ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ                コナミ西宮 高校（2）20 28824

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（1）21 28825

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（5）22 28826

北出かのん            ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ                本山ＳＳ 中学（3）23 28828

花田　真思            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ                本山ＳＳ 中学（1）24 28828

石川愛理沙            ｲｼｶﾜ ｱﾘｻ                ＪＳＳ宝塚 高校（3）25 28829

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（1）26 28829

白井　璃緒            ｼﾗｲ ﾘｵ                  ＪＳＳ宝塚 高校（1）27 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 中学（3）28 28831

中柴　麗奈            ﾅｶｼﾊﾞ ﾚﾅ                ＪＳＳ御影 中学（2）29 28833

久米　希弥            ｸﾒ ﾉｿﾞﾐ                 ＪＳＳ御影 中学（2）30 28833

中村　睦実            ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ                ＪＳＳ御影 中学（1）31 28833

的場眞優子            ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾕｺ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）32 28835

白土　真奈            ｼﾗﾂﾁ ﾏﾅ                 コパン須磨 小学（6）33 28839

中尾　　恵            ﾅｶｵ ﾒｸﾞﾐ                ＮＳＩ舞子 高校（2）34 28840

稲葉　優果            ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ                ＮＳＩ舞子 中学（1）35 28840

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                ＮＳＩ舞子 中学（1）36 28840

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳ川西 中学（2）37 28843

高瀬　　円            ﾀｶｾ ﾂﾌﾞﾗ                西脇天神池 中学（3）38 28845

宮内　友希            ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 中学（3）39 28857

松原　優衣            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ                コナミ三田 中学（1）40 28860

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                尼崎市スポ振 中学（3）41 28865

川野　愛弥            ｶﾜﾉ ｱﾐ                  ＳＵＮ加西 中学（1）42 28866

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）43 28869

深澤　杏花            ﾌｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ              ＳＵＮ網干 中学（2）44 28872

眞部　　月            ﾏﾅﾍﾞ ﾙﾅ                 ＪＳＳ姫路 小学（6）45 28875

遠藤　　桃            ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ                イトマン西神 小学（6）46 28880

大磯　遥加            ｵｵｲｿ ﾊﾙｶ                イトマン西神 中学（2）47 28880

山本　　澪            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ                 イトマン西神 小学（6）48 28880

木村　真菜            ｷﾑﾗ ﾏﾅ                  イトマン西神 小学（5）49 28880
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中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               MacS武庫川 中学（1）50 28881

葛井あすか            ｶﾂｲ ｱｽｶ                 MacS武庫川 中学（2）51 28881

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             MacS加古川 高校（3）52 28887

正中　美咲            ｼｮｳﾅｶ ﾐｻｷ               MacS加古川 高校（2）53 28887

小東　あい            ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ                MacS加古川 中学（1）54 28887

野村　萌葵            ﾉﾑﾗ ﾓｴｷﾞ                Ａｑ・Ｓｐ 高校（1）55 28888

門林なつき            ｶﾄﾞﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ             ニスポ小野 小学（6）56 28895

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）57 28921

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）58 28921

朝田　朱音            ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾈ                ＳＴ淡路 中学（3）59 28926
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森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（2）1 28507

中岡　璃沙            ﾅｶｵｶ ﾘｻ                 イトマン川西 中学（2）2 28801

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（2）3 28805

川上　笑佳            ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ               塚口ＳＳ 高校（3）4 28805

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（1）5 28805

森口　静香            ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ              イトマン西宮 高校（3）6 28820

黄　　意那            ｺｳ ｲﾅ                   イトマン西宮 中学（3）7 28820

山田ひかる            ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）8 28820

中西　香瑠            ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ                コナミ西宮 高校（2）9 28824

北出かのん            ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ                本山ＳＳ 中学（3）10 28828

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（1）11 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 中学（3）12 28831

中柴　麗奈            ﾅｶｼﾊﾞ ﾚﾅ                ＪＳＳ御影 中学（2）13 28833

久米　希弥            ｸﾒ ﾉｿﾞﾐ                 ＪＳＳ御影 中学（2）14 28833

高瀬　　円            ﾀｶｾ ﾂﾌﾞﾗ                西脇天神池 中学（3）15 28845

宮内　友希            ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 中学（3）16 28857

松原　優衣            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ                コナミ三田 中学（1）17 28860

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                尼崎市スポ振 中学（3）18 28865

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）19 28869

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（2）20 28871

深澤　杏花            ﾌｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ              ＳＵＮ網干 中学（2）21 28872

大磯　遥加            ｵｵｲｿ ﾊﾙｶ                イトマン西神 中学（2）22 28880

谷　　己起            ﾀﾆ ﾐｷ                   こうでら 中学（3）23 28883

正中　美咲            ｼｮｳﾅｶ ﾐｻｷ               MacS加古川 高校（2）24 28887

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）25 28921

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）26 28921

朝田　朱音            ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾈ                ＳＴ淡路 中学（3）27 28926
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西山　もえ            ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ                 イトマン川西 小学（5）1 28801

斉藤　　舞            ｻｲﾄｳ ﾏｲ                 イトマン川西 小学（3）2 28801

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

石井　　伶            ｲｼｲ ﾚｲ                  市川洗心館 小学（6）4 28806

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                尼崎ＳＳ 小学（4）5 28808

田中　心遥            ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ                 尼崎ＳＳ 小学（6）6 28808

立山　心菜            ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ                ＪＳＳ三木 小学（5）7 28810

敦見　穂花            ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ三木 小学（5）8 28810

岡井　夏凛            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（5）9 28815

森田　彩乃            ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ                 イトマン神戸 小学（4）10 28815

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（5）11 28815

濵口　　暁            ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ               イトマン神戸 小学（5）12 28815

森田　珠央            ﾓﾘﾀ ﾐｵ                  イトマン西宮 小学（4）13 28820

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 小学（3）14 28820

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 小学（6）15 28824

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 本山ＳＳ 小学（6）16 28828

卜部　里花            ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ                 本山ＳＳ 小学（6）17 28828

池田明里紗            ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ                ＪＳＳ御影 中学（1）18 28833

松本　　涼            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）19 28835

松永　歩莉            ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾕﾘ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）20 28835

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 ＮＳＩ舞子 小学（5）21 28840

樋口　絢音            ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ                ＳＵＮ姫路 中学（1）22 28848

井上はるき            ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ                ＳＵＮ姫路 小学（6）23 28848

五十嵐　瑶            ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ               ＪＳＳニホー 小学（5）24 28849

原　碧夏妙            ﾊﾗ ﾋﾅﾀ                  尼崎市スポ振 小学（5）25 28865

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）26 28867

筒井　絢夏            ﾂﾂｲ ｱﾔｶ                 ＪＳＳ大久保 小学（5）27 28869

山下　華凜            ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ                武庫之荘ＳＳ 小学（5）28 28870

元西　聖莉            ﾓﾄﾆｼ ｾﾘ                 ニスポ上郡 小学（6）29 28871

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（5）30 28874

萩尾　柚衣            ﾊｷﾞｵ ﾕｲ                 イトマン西神 小学（4）31 28880

津田　もも            ﾂﾀﾞ ﾓﾓ                  イトマン西神 小学（3）32 28880

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（2）33 28883

平石　晴菜            ﾋﾗｲｼ ﾊﾙﾅ                ニスポ小野 小学（4）34 28895

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（5）35 28895

長谷川結衣            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ                Ａｑ新宮 小学（5）36 28913

田中　琴美            ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ                 神戸北町Vivo 中学（1）37 28914

二宮　陽凪            ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ                 神戸北町Vivo 小学（4）38 28914

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）39 28921

松井野乃佳            ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）40 28921

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）41 28921
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小川　綾花            ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ                姫路商業高校 高校（3）1 28309

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（1）2 28380

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（1）3 28507

岡崎　加奈            ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ                市立尼崎高校 高校（2）4 28507

中村さくら            ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ                関西学院高等 高校（1）5 28603

菅野希実歩            ｶﾝﾉ ｷﾐﾎ                 夙川学院高校 高校（3）6 28610

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（1）7 28801

横山　玲奈            ﾖｺﾔﾏ ﾚﾅ                 明石ＳＳ 中学（2）8 28804

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（2）9 28805

石井　　伶            ｲｼｲ ﾚｲ                  市川洗心館 小学（6）10 28806

田中　心遥            ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ                 尼崎ＳＳ 小学（6）11 28808

近藤　　和            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ              ＪＳＳ三木 高校（3）12 28810

加藤　優佳            ｶﾄｳ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ三木 中学（1）13 28810

立山　心菜            ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ                ＪＳＳ三木 小学（5）14 28810

栗原未圭利            ｸﾘﾊﾗ ﾐｶﾘ                コナミ東加古 中学（3）15 28814

岡本　優美            ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ                イトマン神戸 中学（2）16 28815

小野百々香            ｵﾉ ﾓﾓｶ                  イトマン神戸 中学（2）17 28815

岡井　夏凛            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（5）18 28815

堀上　綺良            ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ                 イトマン西宮 中学（2）19 28820

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 中学（2）20 28824

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 小学（6）21 28824

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 中学（2）22 28824

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（5）23 28824

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 本山ＳＳ 小学（6）24 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                本山ＳＳ 中学（1）25 28828

卜部　里花            ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ                 本山ＳＳ 小学（6）26 28828

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）27 28829

黒川　　遥            ｸﾛｶﾜ ﾊﾙｶ                神戸北須磨ST 高校（2）28 28830

柴田　　悠            ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ                 ＪＳＳ御影 中学（2）29 28833

池田明里紗            ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ                ＪＳＳ御影 中学（1）30 28833

松永　歩莉            ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾕﾘ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）31 28835

松本　　涼            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）32 28835

武田亜璃沙            ﾀｹﾀﾞ ｱﾘｻ                ＪＳＳ川西 高校（1）33 28843

井上はるき            ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ                ＳＵＮ姫路 小学（6）34 28848

樋口　絢音            ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ                ＳＵＮ姫路 中学（1）35 28848

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（2）36 28849

上田　裕菜            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ                ＪＳＳニホー 中学（2）37 28849

溝口　萌李            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾓｴﾘ              ＪＳＳ妙法寺 高校（2）38 28852

大野加奈恵            ｵｵﾉ ｶﾅｴ                 神鉄ＳＳ 中学（2）39 28857

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 神鉄ＳＳ 中学（2）40 28857

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 中学（2）41 28860

岡上　愛佳            ｵｶｶﾞﾐ ｱｲｶ               コナミ三田 高校（1）42 28860

寺谷　優凜            ﾃﾗﾀﾆ ﾏﾘﾝ                尼崎市スポ振 中学（1）43 28865

荒木　　玲            ｱﾗｷ ﾚｲ                  ＳＵＮ加西 高校（2）44 28866

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）45 28867

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 ＧＵＮＺＥ 高校（3）46 28867

若松あさひ            ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ                武庫之荘ＳＳ 小学（6）47 28870

元西　聖莉            ﾓﾄﾆｼ ｾﾘ                 ニスポ上郡 小学（6）48 28871

大西　悠生            ｵｵﾆｼ ﾕｳ                 ＪＳＳ姫路 中学（2）49 28875

60/70 ページ2015年6月28日 2:15:35



女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第38回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

内多　愛海            ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ                イトマン西神 中学（1）50 28880

小池　柚花            ｺｲｹ ﾕｳｶ                 イトマン西神 中学（2）51 28880

長澤　佑果            ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｶ               イトマン西神 中学（2）52 28880

菅原　梨鈴            ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ                MacS加古川 中学（2）53 28887

鈴木みゆう            ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ                MacS加古川 中学（3）54 28887

大西　李旺            ｵｵﾆｼ ﾘｵ                 MacS加古川 中学（3）55 28887

藤原　綺良            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ               MacS加古川 高校（2）56 28887

下浦　明音            ｼﾓｳﾗ ｱｶﾈ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）57 28899

辻上　沙綺            ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｻｷ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）58 28899

織田　　咲            ｵﾀﾞ ｻｷ                  ＰＳＫ 高校（2）59 28900

二井　範子            ﾌﾀｲ ﾉﾘｺ                 Ａｑ相生 中学（2）60 28904

野口　晴香            ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ                NSI南あわじ 中学（3）61 28912

田中　琴美            ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ                 神戸北町Vivo 中学（1）62 28914

山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）63 28921

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）64 28921

道上　明佳            ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ                ＳＴ淡路 中学（1）65 28926
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小川　綾花            ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ                姫路商業高校 高校（3）1 28309

岡崎　加奈            ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ                市立尼崎高校 高校（2）2 28507

阿座上　遥            ｱｻﾞｶﾐ ﾊﾙｶ               関西学院高等 高校（1）3 28603

菅野希実歩            ｶﾝﾉ ｷﾐﾎ                 夙川学院高校 高校（3）4 28610

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

加藤　優佳            ｶﾄｳ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ三木 中学（1）6 28810

小野百々香            ｵﾉ ﾓﾓｶ                  イトマン神戸 中学（2）7 28815

堀上　綺良            ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ                 イトマン西宮 中学（2）8 28820

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 中学（2）9 28824

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 中学（2）10 28824

黒川　　遥            ｸﾛｶﾜ ﾊﾙｶ                神戸北須磨ST 高校（2）11 28830

柴田　　悠            ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ                 ＪＳＳ御影 中学（2）12 28833

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（2）13 28849

上田　裕菜            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ                ＪＳＳニホー 中学（2）14 28849

大野加奈恵            ｵｵﾉ ｶﾅｴ                 神鉄ＳＳ 中学（2）15 28857

荒木　　玲            ｱﾗｷ ﾚｲ                  ＳＵＮ加西 高校（2）16 28866

大西　悠生            ｵｵﾆｼ ﾕｳ                 ＪＳＳ姫路 中学（2）17 28875

長澤　佑果            ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｶ               イトマン西神 中学（2）18 28880

小池　柚花            ｺｲｹ ﾕｳｶ                 イトマン西神 中学（2）19 28880

内多　愛海            ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ                イトマン西神 中学（1）20 28880

鈴木みゆう            ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ                MacS加古川 中学（3）21 28887

菅原　梨鈴            ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ                MacS加古川 中学（2）22 28887

辻上　沙綺            ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｻｷ               ＪＳＳ北神戸 中学（3）23 28899

山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）24 28921
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秋庭ひなた            ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン川西 小学（4）1 28801

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（4）5 28806

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                市川洗心館 小学（4）6 28806

大園　珠菜            ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ              尼崎ＳＳ 中学（1）7 28808

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 小学（6）8 28810

大上　美里            ｵｵｳｴ ﾐｻﾄ                ＪＳＳ三木 小学（4）9 28810

山本　莉子            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）10 28812

堂北　砂丘            ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ                ＮＳＩ清和台 小学（4）11 28812

久保田帆南            ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ                 コナミ東加古 小学（5）12 28814

畑佐　真悠            ﾊﾀｻ ﾏﾅﾊ                 イトマン神戸 小学（5）13 28815

惣田　桃菜            ｿｳﾀﾞ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 小学（4）14 28815

吉村　安珠            ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ               イトマン神戸 小学（4）15 28815

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（4）16 28816

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（5）17 28824

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  コナミ西宮 小学（4）18 28824

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（5）19 28825

桂　　涼羽            ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ                ＮＳＩパール 小学（5）20 28826

松田　沙希            ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ                 本山ＳＳ 小学（5）21 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               本山ＳＳ 小学（4）22 28828

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）23 28829

池本　彩乃            ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ                ＪＳＳ御影 小学（5）24 28833

三木　怜奈            ﾐｷ ﾚｲﾅ                  ＪＳＳ御影 中学（1）25 28833

大川　華澄            ｵｵｶﾜ ｶｽﾐ                ＪＳＳ御影 小学（5）26 28833

大橋　鈴羅            ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）27 28835

内藤こゆき            ﾅｲﾄｳ ｺﾕｷ                ＳＡ六甲道 小学（4）28 28837

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 小学（5）29 28838

中島めぐみ            ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ              ＮＳＩ舞子 中学（1）30 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ舞子 小学（5）31 28840

工藤ちひろ            ｸﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳニホー 小学（5）32 28849

岡田　美咲            ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ                ＪＳＳ妙法寺 中学（1）33 28852

諏訪ひかり            ｽﾜ ﾋｶﾘ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（4）34 28855

今仲　陽菜            ｲﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）35 28855

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 小学（4）36 28860

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 中学（1）37 28860

浦川　結名            ｳﾗｶﾜ ﾕｲﾅ                ナイスＳＰ 小学（4）38 28864

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（1）39 28865

好本　有紗            ﾖｼﾓﾄ ｱﾘｻ                ＳＵＮ加西 小学（5）40 28866

岩崎　伶海            ｲﾜｻｷ ﾚﾐ                 ＳＵＮ加西 小学（5）41 28866

田中　稀琳            ﾀﾅｶ ｷﾘﾝ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）42 28867

赤松いろは            ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ                ＪＳＳ大久保 小学（5）43 28869

山下　菜月            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ                ＪＳＳ大久保 小学（6）44 28869

山下　華凜            ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ                武庫之荘ＳＳ 小学（5）45 28870

水野　果穂            ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（4）46 28874

田村　優芽            ﾀﾑﾗ ﾕﾒ                  ＪＳＳ姫路 小学（5）47 28875

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（5）48 28880

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（5）49 28881
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吉　　愛寛            ﾖｼ ﾏﾋﾛ                  MacS武庫川 中学（1）50 28881

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（4）51 28881

室井　星南            ﾑﾛｲ ｾﾅ                  MacS加古川 中学（1）52 28887

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                MacS加古川 小学（5）53 28887

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）54 28888

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（5）55 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（5）56 28895

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 小学（6）57 28895

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 小学（4）58 28898

上川　紫乃            ｶﾐｶﾜ ｼﾉ                 ＪＳＳ北神戸 小学（6）59 28899

舩本　愛子            ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ                赤穂ＳＳ 中学（1）60 28910

青野　鈴夏            ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ                ベイ板宿ＳＳ 小学（4）61 28920

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ベイ板宿ＳＳ 小学（6）62 28920

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）63 28921

浅越　一葉            ｱｻｺﾞｴ ﾋﾄﾊ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）64 28923

伊藤　未来            ｲﾄｳ ﾐｷ                  ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）65 28923
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木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（1）1 28507

橋本亜莉沙            ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ                市立尼崎高校 高校（3）2 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（1）3 28507

喜来　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（1）4 28507

今川　愛子            ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲｺ               明石ＳＳ 中学（2）5 28804

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（2）6 28805

本城わかば            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ             塚口ＳＳ 高校（2）7 28805

上中　眞依            ｳｴﾅｶ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 高校（2）8 28805

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                塚口ＳＳ 高校（2）9 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 中学（3）10 28805

玉村　晴紀            ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（2）11 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（5）12 28805

大園　珠菜            ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ              尼崎ＳＳ 中学（1）13 28808

川本　衣織            ｶﾜﾓﾄ ｲｵﾘ                尼崎ＳＳ 高校（2）14 28808

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 小学（6）15 28810

長谷川　愛            ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ                コナミ東加古 中学（3）16 28814

岩田　旭代            ｲﾜﾀ ｱｷﾖ                 コナミ東加古 高校（2）17 28814

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 コナミ東加古 中学（3）18 28814

福本芙未香            ﾌｸﾓﾄ ﾌﾐｶ                コナミ新長田 中学（3）19 28818

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               姫路スポーツ 高校（3）20 28822

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 ＮＳＩパール 中学（3）21 28826

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                本山ＳＳ 中学（3）22 28828

具志　陽香            ｸﾞｼ ﾖｳｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）23 28829

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）24 28829

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）25 28829

辰巳すみれ            ﾀﾂﾐ ｽﾐﾚ                 ＪＳＳ御影 高校（3）26 28833

三木　怜奈            ﾐｷ ﾚｲﾅ                  ＪＳＳ御影 中学（1）27 28833

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）28 28840

中谷まりな            ﾅｶﾀﾆ ﾏﾘﾅ                ＪＳＳ川西 高校（1）29 28843

笹倉　莉緒            ｻｻｸﾗ ﾘｵ                 西脇天神池 高校（1）30 28845

坂本　郁未            ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ                西脇天神池 高校（1）31 28845

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 ＳＵＮ姫路 中学（1）32 28848

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（1）33 28849

平山　千尋            ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳ妙法寺 中学（2）34 28852

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）35 28855

宮内　郁実            ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾐ                神鉄ＳＳ 高校（2）36 28857

中野　頌子            ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ                神鉄ＳＳ 中学（2）37 28857

池澤　沙姫            ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ                コナミ三田 中学（1）38 28860

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 中学（1）39 28860

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（1）40 28865

近田　佳乃            ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ                 尼崎市スポ振 中学（2）41 28865

大谷　七海            ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ                ＳＵＮ加西 高校（1）42 28866

川野　舞衣            ｶﾜﾉ ﾏｲ                  ＳＵＮ加西 中学（3）43 28866

野田ほのか            ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ                 ＧＵＮＺＥ 中学（3）44 28867

岡﨑　優依            ｵｶｻﾞｷ ﾕｲ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）45 28867

山下　菜月            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ                ＪＳＳ大久保 小学（6）46 28869

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）47 28869

西村　麻亜            ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ                ＪＳＳ大久保 中学（3）48 28869

三角　桃子            ﾐｽﾐ ﾓﾓｺ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）49 28870

65/70 ページ2015年6月28日 2:15:35



女子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第38回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

木戸　春花            ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ姫路 中学（2）50 28875

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（5）51 28880

室井　星南            ﾑﾛｲ ｾﾅ                  MacS加古川 中学（1）52 28887

室井　うみ            ﾑﾛｲ ｳﾐ                  MacS加古川 中学（3）53 28887

稲岡　果苑            ｲﾅｵｶ ｶｴﾝ                MacS加古川 中学（3）54 28887

上川　紫乃            ｶﾐｶﾜ ｼﾉ                 ＪＳＳ北神戸 小学（6）55 28899

出羽　琴音            ｲｽﾞﾜ ｺﾄﾈ                ＪＳＳ北神戸 中学（2）56 28899

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（2）57 28903

猪谷　咲紀            ｲﾉﾀﾆ ｻｷ                 赤穂ＳＳ 高校（1）58 28910

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ベイ板宿ＳＳ 小学（6）59 28920

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ベイ板宿ＳＳ 中学（1）60 28920

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）61 28921

北村　　萌            ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校（1）62 28923

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 中学（2）63 28926
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木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（1）1 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（1）2 28507

橋本亜莉沙            ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ                市立尼崎高校 高校（3）3 28507

重塚　　蒼            ｼｹﾞﾂｶ ｱｵｲ               夙川学院高校 高校（3）4 28610

本城わかば            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ             塚口ＳＳ 高校（2）5 28805

長谷川　愛            ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ                コナミ東加古 中学（3）6 28814

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               姫路スポーツ 高校（3）7 28822

永井きらら            ﾅｶﾞｲ ｷﾗﾗ                姫路スポーツ 高校（2）8 28822

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 ＮＳＩパール 中学（3）9 28826

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                本山ＳＳ 中学（3）10 28828

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）11 28829

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）12 28829

具志　陽香            ｸﾞｼ ﾖｳｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）13 28829

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）14 28855

中野　頌子            ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ                神鉄ＳＳ 中学（2）15 28857

大谷　七海            ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ                ＳＵＮ加西 高校（1）16 28866

川野　舞衣            ｶﾜﾉ ﾏｲ                  ＳＵＮ加西 中学（3）17 28866

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）18 28869

西村　麻亜            ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ                ＪＳＳ大久保 中学（3）19 28869

木戸　春花            ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ姫路 中学（2）20 28875

室井　うみ            ﾑﾛｲ ｳﾐ                  MacS加古川 中学（3）21 28887

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ベイ板宿ＳＳ 中学（1）22 28920

北村　　萌            ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校（1）23 28923

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 中学（2）24 28926
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川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（1）1 28507

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（1）2 28801

関戸　珠実            ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（2）4 28805

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 塚口ＳＳ 小学（6）5 28805

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（4）6 28806

高尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 市川洗心館 中学（1）7 28806

石﨑由稀乃            ｲｼｻﾞｷ ﾕｷﾉ               ＪＳＳ三木 高校（2）8 28810

近藤　　和            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ              ＪＳＳ三木 高校（3）9 28810

平川　陽菜            ﾋﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ                コナミ東加古 小学（6）10 28814

皆見　香琳            ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）11 28816

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（4）12 28816

高谷　香帆            ﾀｶﾔ ｶﾎ                  STGﾊﾟﾃｨｵ 小学（4）13 28816

平岡　由莉            ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ                 イトマン西宮 小学（4）14 28820

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 小学（5）15 28820

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 小学（4）16 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（4）17 28822

笠松　咲蘭            ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ                コナミ西宮 中学（2）18 28824

武内みなみ            ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ                コナミ西宮 小学（5）19 28824

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（1）20 28825

林　　玲菜            ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ                 ＮＳＩパール 小学（4）21 28826

神谷　優月            ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ                ＮＳＩパール 小学（5）22 28826

石田　絢子            ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ                本山ＳＳ 中学（3）23 28828

具志明日香            ｸﾞｼ ｱｽｶ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）24 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）25 28829

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）26 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）27 28829

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）28 28829

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）29 28829

岸澤　千帆            ｷｼｻﾞﾜ ﾁﾎ                神戸北須磨ST 中学（3）30 28830

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 小学（5）31 28838

栁　　菜緒            ﾔﾅｷﾞ ﾅｵ                 ＮＳＩ舞子 高校（2）32 28840

武田亜璃沙            ﾀｹﾀﾞ ｱﾘｻ                ＪＳＳ川西 高校（1）33 28843

笹倉　莉緒            ｻｻｸﾗ ﾘｵ                 西脇天神池 高校（1）34 28845

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 小学（4）35 28848

宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（5）36 28848

山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳニホー 小学（5）37 28849

河岡　春日            ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）38 28855

塩見　千里            ｼｵﾐ ﾁｻﾄ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）39 28855

樋口　莉子            ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）40 28855

吉岡　祐希            ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（2）41 28857

宮内　郁実            ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾐ                神鉄ＳＳ 高校（2）42 28857

岡上　愛佳            ｵｶｶﾞﾐ ｱｲｶ               コナミ三田 高校（1）43 28860

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 小学（6）44 28860

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 中学（2）45 28860

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                ＳＵＮ太子 小学（4）46 28862

寺谷　優那            ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ                尼崎市スポ振 小学（3）47 28865

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 小学（4）48 28866

若松こころ            ﾜｶﾏﾂ ｺｺﾛ                武庫之荘ＳＳ 中学（2）49 28870
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若松あさひ            ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ                武庫之荘ＳＳ 小学（6）50 28870

三角　桃子            ﾐｽﾐ ﾓﾓｺ                 武庫之荘ＳＳ 中学（1）51 28870

久保　藍里            ｸﾎﾞ ｱｲﾘ                 ニスポ上郡 中学（2）52 28871

土塔　涼華            ﾄﾞﾄｳ ｽｽﾞｶ               ＳＵＮ網干 中学（2）53 28872

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＳＵＮ網干 中学（1）54 28872

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（2）55 28872

田村　優芽            ﾀﾑﾗ ﾕﾒ                  ＪＳＳ姫路 小学（5）56 28875

山田　莉乃            ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ                 イトマン西神 高校（1）57 28880

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（4）58 28881

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（4）59 28881

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（4）60 28883

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（2）61 28883

大西　李旺            ｵｵﾆｼ ﾘｵ                 MacS加古川 中学（3）62 28887

神吉　蘭夢            ｶﾝｷ ﾗﾑ                  MacS加古川 小学（6）63 28887

藤本　凛子            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ               MacS加古川 中学（2）64 28887

野原　花音            ﾉﾊﾗ ｶﾉﾝ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）65 28888

片岡沙玖羅            ｶﾀｵｶ ｻｸﾗ                ＮＳＩ津名 中学（3）66 28892

三村　優奈            ﾐﾑﾗ ﾕﾅ                  ニスポ小野 中学（1）67 28895

出羽　琴音            ｲｽﾞﾜ ｺﾄﾈ                ＪＳＳ北神戸 中学（2）68 28899

井上　真帆            ｲﾉｳｴ ﾏﾎ                 ＰＳＫ 中学（1）69 28900

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（4）70 28901

平山　桃香            ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ                ＳＵＮ山崎 小学（5）71 28909

福井　菜月            ﾌｸｲ ﾅﾂｷ                 ＳＵＮ山崎 中学（1）72 28909

野口　裕栞            ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ                ＳＵＮ山崎 中学（2）73 28909

野口　晴香            ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ                NSI南あわじ 中学（3）74 28912

高橋　紅葉            ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ                ベイ板宿ＳＳ 小学（5）75 28920

青野　鈴夏            ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ                ベイ板宿ＳＳ 小学（4）76 28920

松井美依佳            ﾏﾂｲ ﾐｲｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）77 28921

檜尾　美和            ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）78 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）79 28921

根上　雪華            ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）80 28923
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大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 中学（2）1 28814

皆見　香琳            ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ                 STGﾊﾟﾃｨｵ 中学（2）2 28816

永井きらら            ﾅｶﾞｲ ｷﾗﾗ                姫路スポーツ 高校（2）3 28822

笠松　咲蘭            ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ                コナミ西宮 中学（2）4 28824

具志明日香            ｸﾞｼ ｱｽｶ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）5 28829

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）6 28829

栁　　菜緒            ﾔﾅｷﾞ ﾅｵ                 ＮＳＩ舞子 高校（2）7 28840

河岡　春日            ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）8 28855

樋口　莉子            ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）9 28855

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 ＧＵＮＺＥ 高校（3）10 28867

若松こころ            ﾜｶﾏﾂ ｺｺﾛ                武庫之荘ＳＳ 中学（2）11 28870

片岡沙玖羅            ｶﾀｵｶ ｻｸﾗ                ＮＳＩ津名 中学（3）12 28892

檜尾　美和            ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）13 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）14 28921
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