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前迫　良祐            ﾏｴｻｺ ﾘｮｳｽｹ              関大一高校 高校（2）1 27025

長谷　　樹            ﾊｾ ﾀﾂｷ                  関大一高校 高校（2）2 27025

梶谷　幸輝            ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ               桃山学院高校 高校（2）3 27088

金澤　秀太            ｶﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）4 27088

池田　隆晟            ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              桃山学院高校 高校（2）5 27088

築地　一磨            ﾂｷｼﾞ ｶｽﾞﾏ               太成学院大高 高校（2）6 27100

常原　健吾            ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ               太成学院大高 高校（1）7 27100

片山　健太            ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ                太成学院大高 高校（2）8 27100

山﨑　愛斗            ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾄ               太成学院大高 高校（1）9 27100

藤本千代人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖﾄ               太成学院大高 高校（3）10 27100

日髙　優雅            ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ               太成学院大高 高校（3）11 27100

金﨑　　廉            ｶﾅｻｷ ﾚﾝ                 太成学院大高 高校（2）12 27100

徳原希偉斗            ﾄｸﾊﾗ ｷｲﾄ                イ ト マ ン 高校（2）13 27212

山下　新成            ﾔﾏｼﾀ ｱﾗﾀ                イ ト マ ン 中学（2）14 27212

出原　啓伍            ｲﾃﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ              イ ト マ ン 中学（2）15 27212

柿本　恵佑            ｶｷﾓﾄ ｹｲｽｹ               イトマン堺 高校（1）16 27297

中山　拓紀            ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ                イトマン堺 高校（2）17 27297

松下　　響            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾋﾞｷ               イトマン堺 中学（3）18 27297

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               姫路商業高校 高校（1）19 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）20 28309

桝田　悠斗            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ                須磨東高校 高校（2）21 28353

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）22 28385

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）23 28385

道林　正太            ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ             明石城西高校 高校（2）24 28396

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）25 28507

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）26 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）27 28507

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）28 28507

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）29 28507

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）30 28507

的場　統也            ﾏﾄﾊﾞ ﾄｳﾔ                市立尼崎高校 高校（1）31 28507

庄野　勝久            ｼｮｳﾉ ｶﾂﾋｻ               須磨翔風高校 高校（1）32 28509

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               神戸高専 高 高校（1）33 28516

河波　優輔            ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ               神戸高専 高 高校（1）34 28516

磯部　怜大            ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               神戸高専 高 高校（1）35 28516

山本　歩昇            ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾀｶ                神戸高専 高 高校（2）36 28516

卜部　佑介            ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ               神戸高専 高 高校（2）37 28516

新澤　伊織            ﾆｲｻﾞﾜ ｲｵﾘ               神戸高専 高 高校（2）38 28516

大原　勇登            ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾄ                神戸高専 高 高校（3）39 28516

三野　　漠            ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ                 市川高校 高校（1）40 28602

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（2）41 28602

吉村　賢斗            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ                関西学院高等 高校（2）42 28603

西村　優輝            ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ                関西学院高等 高校（1）43 28603

鈴木　遼平            ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ              関西学院高等 高校（1）44 28603

中前　拓海            ﾅｶﾏｴ ﾀｸﾐ                関西学院高等 高校（1）45 28603

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院高等 高校（2）46 28603

本田　敦大            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ               関西学院高等 高校（2）47 28603

岡　　優希            ｵｶ ﾕｳｷ                  関西学院高等 高校（2）48 28603

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                滝川高校 高校（2）49 28604
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縄井　惇己            ﾅﾜｲ ｼﾞｭﾝｷ               須磨学園高校 高校（2）50 28615

岡田　誠也            ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ                須磨学園高校 高校（1）51 28615

永井　　絃            ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ                須磨学園高校 高校（1）52 28615

田中　一光            ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ                須磨学園高校 高校（1）53 28615

川北　知輝            ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ                須磨学園高校 高校（2）54 28615

芳田　　真            ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ                仁川学院高校 高校（2）55 28623

藤原　和輝            ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ              仁川学院高校 高校（2）56 28623

鳥井　淳平            ﾄﾘｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ             仁川学院高校 高校（2）57 28623

玉串　悠馬            ﾀﾏｸｼ ﾊﾙﾏ                仁川学院高校 高校（3）58 28623

久保　慶悟            ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ                仁川学院高校 高校（2）59 28623

清水　一洋            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ              市立尼崎教員 一般60 28706

竹内　悠太            ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ                神戸市役所 一般61 28711

井上　拓也            ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ                神戸市役所 一般62 28711

川﨑　晃尚            ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ               仁川学院教員 一般63 28739

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（2）64 28801

下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                イトマン川西 高校（2）65 28801

畠中　　郷            ﾊﾀｹﾅｶ ｺﾞｳ               塚口ＳＳ 高校（1）66 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）67 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）68 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（3）69 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）70 28805

難波　和也            ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ               市川洗心館 中学（2）71 28806

豊山　敦星            ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ               イトマン神戸 中学（2）72 28815

渡　　大樹            ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ                イトマン神戸 中学（3）73 28815

高橋　優輝            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                イトマン神戸 中学（3）74 28815

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）75 28828

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 ＮＳＩ本山 高校（1）76 28828

吉岡亜矢都            ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                ＮＳＩ本山 中学（1）77 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                ＮＳＩ本山 大学（1）78 28828

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）79 28831

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                ＮＳＩ 高校（3）80 28840

前切　樹駿            ﾏｴｷﾞﾘ ﾐｷﾄｼ              月泳会 大学（2）81 28846

開田　大誠            ｶｲﾀﾞ ﾀｲｾｲ               月泳会 大学（1）82 28846

中園　裕貴            ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｷ               月泳会 大学（3）83 28846

友武　　涼            ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ                コナミ三田 高校（2）84 28860

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                尼崎市スポ振 大学（1）85 28865

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（3）86 28880

山内　康平            ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ               Ａｑ相生 大学（4）87 28904

髙瀨　賢伸            ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ相生 高校（2）88 28904

西村　尚真            ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ               Ａｑ相生 高校（2）89 28904

山田　祥大            ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ               大阪大学 大学（4）90 50003

菊永　匠磨            ｷｸﾅｶﾞ ﾀｸﾏ               神戸大学 大学（1）91 50009

倉田　和俊            ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ               神戸大学 大学（1）92 50009

佐伯　義樹            ｻｴｷ ﾖｼｷ                 神戸大学 大学（3）93 50009

森　　圭祐            ﾓﾘ ｹｲｽｹ                 神戸大学 大学（2）94 50009

小林　蒼平            ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ              近畿大学 大学（3）95 50010

綾戸　治紀            ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ                 近畿大学 大学（1）96 50010

近藤　将平            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ             大阪商業大学 大学（4）97 50017

吉田　翔太            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               大阪商業大学 大学（2）98 50017
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岩本　凌一            ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ              大阪商業大学 大学（1）99 50017

梶谷　直幹            ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｷ               関西大学 大学（1）100 50023

松田　周土            ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ               関西大学 大学（1）101 50023

西村　瑛皓            ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ               関西大学 大学（1）102 50023

杉田　将也            ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾔ                関西大学 大学（1）103 50023

仲埜　光裕            ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ                関西大学 大学（4）104 50023

武永　　駿            ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ               京都大学 大学（2）105 50025

青山　拓洋            ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ                京都大学 大学（3）106 50025

西嶋　　潤            ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ              京都大学 大学（1）107 50025

渡邉　雄平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ              京都大学 大学（3）108 50025

竹政　祐太            ﾀｹﾏｻ ﾕｳﾀ                京都大学 大学（3）109 50025

川北健太郎            ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ             京都大学 大学（3）110 50025

横山　大輝            ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ               滋賀大学 大学（2）111 50028

柴田　真成            ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ               滋賀大学 大学（3）112 50028

佐伯　俊輔            ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ               神戸高専 大 大学（2）113 50090

藤原　優佑            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ              神戸高専 大 大学（1）114 50090

森中健太郎            ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ              びわこ成蹊大 大学（1）115 50093

赤井　奎太            ｱｶｲ ｹｲﾀ                 滋賀医科大学 大学（3）116 50117

小杉　裕康            ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾔｽ               岡山大学 大学（2）117 51007

星島　貴志            ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ                岡山大学 大学（1）118 51007
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長谷　　樹            ﾊｾ ﾀﾂｷ                  関大一高校 高校（2）1 27025

泉　　颯光            ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ                桃山学院高校 高校（1）2 27088

堀井　悠矢            ﾎﾘｲ ﾕｳﾔ                 桃山学院高校 高校（2）3 27088

村田　勇輝            ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ                 桃山学院高校 高校（1）4 27088

君塚　蒼良            ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ                桃山学院高校 高校（1）5 27088

梶谷　幸輝            ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ               桃山学院高校 高校（2）6 27088

池田　隆晟            ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              桃山学院高校 高校（2）7 27088

山﨑　愛斗            ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾄ               太成学院大高 高校（1）8 27100

片山　健太            ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ                太成学院大高 高校（2）9 27100

金﨑　　廉            ｶﾅｻｷ ﾚﾝ                 太成学院大高 高校（2）10 27100

築地　一磨            ﾂｷｼﾞ ｶｽﾞﾏ               太成学院大高 高校（2）11 27100

常原　健吾            ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ               太成学院大高 高校（1）12 27100

藤本千代人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖﾄ               太成学院大高 高校（3）13 27100

日髙　優雅            ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ               太成学院大高 高校（3）14 27100

馬場　勇輝            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ                近畿大附高校 高校（3）15 27174

植野　　零            ｳｴﾉ ﾚｲ                  イ ト マ ン 中学（2）16 27212

徳原希偉斗            ﾄｸﾊﾗ ｷｲﾄ                イ ト マ ン 高校（2）17 27212

山下　新成            ﾔﾏｼﾀ ｱﾗﾀ                イ ト マ ン 中学（2）18 27212

松山　　学            ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ                イ ト マ ン 中学（3）19 27212

岡嶋　翔太            ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ              イ ト マ ン 高校（1）20 27212

山口　凌慧            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ             イ ト マ ン 高校（2）21 27212

出原　啓伍            ｲﾃﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ              イ ト マ ン 中学（2）22 27212

脇田　力旭            ﾜｷﾀ ﾘｷ                  イトマン堺 中学（3）23 27297

中山　拓紀            ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ                イトマン堺 高校（2）24 27297

辻野　優輝            ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ                ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）25 27365

中田　佳樹            ﾅｶﾀ ﾖｼｷ                 関大一中学 中学（2）26 27603

黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（3）27 28309

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）28 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）29 28309

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               姫路商業高校 高校（1）30 28309

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）31 28309

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）32 28385

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）33 28385

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）34 28385

道林　正太            ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ             明石城西高校 高校（2）35 28396

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）36 28507

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）37 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（2）38 28507

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）39 28507

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）40 28507

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）41 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）42 28507

難波　　巧            ﾅﾝﾊﾞ ﾀｸ                 須磨翔風高校 高校（2）43 28509

庄野　勝久            ｼｮｳﾉ ｶﾂﾋｻ               須磨翔風高校 高校（1）44 28509

三野　　漠            ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ                 市川高校 高校（1）45 28602

岩城　拓海            ｲﾜｷ ﾀｸﾐ                 市川高校 高校（1）46 28602

冨田　圭人            ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ                 市川高校 高校（3）47 28602

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（2）48 28602

吉村　賢斗            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ                関西学院高等 高校（2）49 28603

4/47 ページ2016年12月17日 15:14:17



男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

平成28年度兵庫県短水路選手権水泳競技大会

正原　滉大            ｼｮｳﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ             関西学院高等 高校（2）50 28603

二道　捷希            ﾆﾄﾞｳ ｶﾂｷ                関西学院高等 高校（1）51 28603

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院高等 高校（2）52 28603

本田　敦大            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ               関西学院高等 高校（2）53 28603

縄井　惇己            ﾅﾜｲ ｼﾞｭﾝｷ               須磨学園高校 高校（2）54 28615

川北　知輝            ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ                須磨学園高校 高校（2）55 28615

仲村　尚大            ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ             須磨学園高校 高校（2）56 28615

永井　　絃            ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ                須磨学園高校 高校（1）57 28615

岡田　誠也            ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ                須磨学園高校 高校（1）58 28615

縄井　彪士            ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ                須磨学園高校 高校（1）59 28615

大内　基生            ｵｵｳﾁ ﾓﾄｷ                仁川学院高校 高校（1）60 28623

玉串　颯麻            ﾀﾏｸｼ ｿｳﾏ                仁川学院高校 高校（1）61 28623

玉串　悠馬            ﾀﾏｸｼ ﾊﾙﾏ                仁川学院高校 高校（3）62 28623

久保　慶悟            ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ                仁川学院高校 高校（2）63 28623

芳田　　真            ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ                仁川学院高校 高校（2）64 28623

大西　純平            ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            神戸市役所 一般65 28711

竹内　悠太            ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ                神戸市役所 一般66 28711

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 大和軌道製造 一般67 28766

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（2）68 28801

下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                イトマン川西 高校（2）69 28801

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）70 28805

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                塚口ＳＳ 高校（2）71 28805

畠中　　郷            ﾊﾀｹﾅｶ ｺﾞｳ               塚口ＳＳ 高校（1）72 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（3）73 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）74 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）75 28805

渡　　大樹            ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｷ                イトマン神戸 中学（3）76 28815

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）77 28826

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 ＮＳＩ本山 高校（1）78 28828

吉岡亜矢都            ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                ＮＳＩ本山 中学（1）79 28828

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ宝塚 高校（2）80 28829

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）81 28831

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              ＫＴＶ垂水 高校（1）82 28831

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                ＮＳＩ 高校（3）83 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ 高校（2）84 28840

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 ＮＳＩ 中学（3）85 28840

芝本　夕海            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ               ＮＳＩ 高校（2）86 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             ＮＳＩ 中学（2）87 28840

前切　樹駿            ﾏｴｷﾞﾘ ﾐｷﾄｼ              月泳会 大学（2）88 28846

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（2）89 28865

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                尼崎市スポ振 大学（1）90 28865

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 高校（1）91 28865

弘末　　涼            ﾋﾛｽｴ ﾘｮｳ                尼崎市スポ振 大学（1）92 28865

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 高校（1）93 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 高校（1）94 28872

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（3）95 28880

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（2）96 28880

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 中学（3）97 28900

山内　康平            ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ               Ａｑ相生 大学（4）98 28904
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西村　尚真            ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ               Ａｑ相生 高校（2）99 28904

堀下　裕司            ﾎﾘｼﾀ ﾕｳｼﾞ               大阪大学 大学（3）100 50003

原　　嘉一            ﾊﾗ ｶｲﾁ                  関西学院大学 大学（3）101 50006

奥村　　敦            ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ                関西学院大学 大学（3）102 50006

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学 大学（1）103 50008

佐伯　義樹            ｻｴｷ ﾖｼｷ                 神戸大学 大学（3）104 50009

山田　凌平            ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              神戸大学 大学（2）105 50009

廣直　賢勇            ﾋﾛﾅｵ ｹﾝﾕｳ               神戸大学 大学（2）106 50009

宇田　幸平            ｳﾀﾞ ｺｳﾍｲ                神戸大学 大学（3）107 50009

倉田　和俊            ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ               神戸大学 大学（1）108 50009

魚住　周平            ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ             神戸大学 大学（2）109 50009

中川　薫平            ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ             近畿大学 大学（3）110 50010

小林　蒼平            ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ              近畿大学 大学（3）111 50010

香川　晃佑            ｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ               近畿大学 大学（2）112 50010

塚口　弘之            ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ              近畿大学 大学（1）113 50010

福田　凌大            ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               関西大学 大学（1）114 50023

小林　幸央            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ               関西大学 大学（2）115 50023

井上奈央也            ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ                関西大学 大学（2）116 50023

上林　真己            ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ              関西大学 大学（1）117 50023

大黒　卓哉            ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ                関西大学 大学（3）118 50023

中村　康二            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ               関西大学 大学（3）119 50023

井田　育城            ｲﾀﾞ ﾔｽｷ                 関西大学 大学（2）120 50023

仲埜　光裕            ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ                関西大学 大学（4）121 50023

藤本　雄磨            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ               京都大学 大学（1）122 50025

西嶋　　潤            ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ              京都大学 大学（1）123 50025

渡邉　雄平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ              京都大学 大学（3）124 50025

松村　遼平            ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ              京都大学 大学（2）125 50025

大川　　順            ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝ               京都大学 大学（3）126 50025

森中健太郎            ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ              びわこ成蹊大 大学（1）127 50093

古田　　諒            ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ                 滋賀医科大学 大学（3）128 50117

田之上将太            ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ               岡山大学 大学（1）129 51007

星島　貴志            ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ                岡山大学 大学（1）130 51007

生田　航介            ｲｸﾀ ｺｳｽｹ                鹿屋体育大学 大学（1）131 52033
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梶谷　幸輝            ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ               桃山学院高校 高校（2）1 27088

西垣　　隆            ﾆｼｶﾞｷ ﾘｭｳ               桃山学院高校 高校（2）2 27088

田中　健仁            ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ                 桃山学院高校 高校（1）3 27088

村田　勇輝            ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ                 桃山学院高校 高校（1）4 27088

君塚　蒼良            ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ                桃山学院高校 高校（1）5 27088

和田　大梧            ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               桃山学院高校 高校（1）6 27088

池田　隆晟            ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              桃山学院高校 高校（2）7 27088

築地　一磨            ﾂｷｼﾞ ｶｽﾞﾏ               太成学院大高 高校（2）8 27100

片山　健太            ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ                太成学院大高 高校（2）9 27100

簔田　圭太            ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ                太成学院大高 高校（1）10 27100

金﨑　　廉            ｶﾅｻｷ ﾚﾝ                 太成学院大高 高校（2）11 27100

常原　健吾            ﾂﾈﾊﾗ ｹﾝｺﾞ               太成学院大高 高校（1）12 27100

日髙　優雅            ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｶﾞ               太成学院大高 高校（3）13 27100

井本　元汰            ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ                太成学院大高 高校（3）14 27100

上岡　駿介            ｶﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ              太成学院大高 高校（2）15 27100

平良　豪崇            ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ               イ ト マ ン 高校（2）16 27212

植野　　零            ｳｴﾉ ﾚｲ                  イ ト マ ン 中学（2）17 27212

臼田　悠人            ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ                イ ト マ ン 高校（3）18 27212

丸田　龍弥            ﾏﾙﾀ ﾀﾂﾔ                 ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）19 27365

黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（3）20 28309

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               姫路商業高校 高校（1）21 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）22 28309

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）23 28385

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）24 28385

道林　正太            ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ             明石城西高校 高校（2）25 28396

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）26 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）27 28507

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）28 28507

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                市立尼崎高校 高校（1）29 28507

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）30 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（2）31 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）32 28507

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）33 28507

庄野　勝久            ｼｮｳﾉ ｶﾂﾋｻ               須磨翔風高校 高校（1）34 28509

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（2）35 28602

岩城　拓海            ｲﾜｷ ﾀｸﾐ                 市川高校 高校（1）36 28602

正原　滉大            ｼｮｳﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ             関西学院高等 高校（2）37 28603

本田　敦大            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ               関西学院高等 高校（2）38 28603

金田耕太郎            ｶﾅﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              関西学院高等 高校（2）39 28603

石田　敦也            ｲｼﾀﾞ ｱﾂﾔ                関西学院高等 高校（2）40 28603

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院高等 高校（2）41 28603

川北　知輝            ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ                須磨学園高校 高校（2）42 28615

岡田　誠也            ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ                須磨学園高校 高校（1）43 28615

仲村　尚大            ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ             須磨学園高校 高校（2）44 28615

大内　基生            ｵｵｳﾁ ﾓﾄｷ                仁川学院高校 高校（1）45 28623

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）46 28805

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（3）47 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）48 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）49 28805
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前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                塚口ＳＳ 高校（2）50 28805

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（3）51 28806

松田　武大            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ                コナミ西宮 高校（1）52 28824

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）53 28826

三原　慶悟            ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ                ＪＳＳ宝塚 中学（3）54 28829

山本康司郎            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ宝塚 高校（2）55 28829

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）56 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（3）57 28831

芝本　夕海            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ               ＮＳＩ 高校（2）58 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             ＮＳＩ 中学（2）59 28840

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               ＮＳＩ 高校（3）60 28840

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 ＮＳＩ 中学（3）61 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ 高校（2）62 28840

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般63 28848

友武　　涼            ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ                コナミ三田 高校（2）64 28860

増田　達也            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                コナミ三田 高校（1）65 28860

弘末　　涼            ﾋﾛｽｴ ﾘｮｳ                尼崎市スポ振 大学（1）66 28865

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（2）67 28865

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 高校（1）68 28865

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（3）69 28880

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（2）70 28880

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 中学（3）71 28900

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学 大学（1）72 50006

鵜飼夏也人            ｳｶｲ ｶﾔﾄ                 関西学院大学 大学（3）73 50006

原　　嘉一            ﾊﾗ ｶｲﾁ                  関西学院大学 大学（3）74 50006

小林　薫平            ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ             関西学院大学 大学（1）75 50006

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学 大学（1）76 50008

廣直　賢勇            ﾋﾛﾅｵ ｹﾝﾕｳ               神戸大学 大学（2）77 50009

塚口　弘之            ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ              近畿大学 大学（1）78 50010

中川　薫平            ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾝﾍﾟｲ             近畿大学 大学（3）79 50010

井田　育城            ｲﾀﾞ ﾔｽｷ                 関西大学 大学（2）80 50023

齋藤　　翔            ｻｲﾄｳ ｶｹﾙ                関西大学 大学（1）81 50023

松井　俊樹            ﾏﾂｲ ｼｭﾝｷ                関西大学 大学（1）82 50023

仲埜　光裕            ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ                関西大学 大学（4）83 50023

上林　真己            ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ              関西大学 大学（1）84 50023

福田　凌大            ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               関西大学 大学（1）85 50023

西嶋　　潤            ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ              京都大学 大学（1）86 50025

児玉　雄二            ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ               京都大学 大学（3）87 50025

松村　遼平            ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ              京都大学 大学（2）88 50025

古田　　諒            ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ                 滋賀医科大学 大学（3）89 50117
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村田　勇輝            ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

和田　大梧            ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               桃山学院高校 高校（1）2 27088

錦田　恭太            ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）3 27088

泉　　颯光            ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ                桃山学院高校 高校（1）4 27088

西垣　　隆            ﾆｼｶﾞｷ ﾘｭｳ               桃山学院高校 高校（2）5 27088

君塚　蒼良            ｷﾐﾂﾞｶ ｿﾗ                桃山学院高校 高校（1）6 27088

簔田　圭太            ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ                太成学院大高 高校（1）7 27100

生畑目啓人            ﾅﾊﾞﾀﾒ ｹｲﾄ               太成学院大高 高校（2）8 27100

上岡　駿介            ｶﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ              太成学院大高 高校（2）9 27100

井本　元汰            ｲﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ                太成学院大高 高校（3）10 27100

山口　凌慧            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ             イ ト マ ン 高校（2）11 27212

原　　尚稔            ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ                 イ ト マ ン 高校（1）12 27212

平良　暢崇            ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ                イ ト マ ン 高校（2）13 27212

平良　豪崇            ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ               イ ト マ ン 高校（2）14 27212

藤原　　尊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ               イトマン堺 中学（2）15 27297

丸田　龍弥            ﾏﾙﾀ ﾀﾂﾔ                 ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）16 27365

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）17 28309

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）18 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（2）19 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）20 28507

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                市立尼崎高校 高校（1）21 28507

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）22 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）23 28507

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（2）24 28602

中務　貴文            ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ              市川高校 高校（3）25 28602

古畑　海生            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ                市川高校 高校（2）26 28602

金田耕太郎            ｶﾅﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              関西学院高等 高校（2）27 28603

田中　一光            ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ                須磨学園高校 高校（1）28 28615

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                塚口ＳＳ 高校（2）29 28805

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（3）30 28805

佐野　　武            ｻﾉ ﾀｹﾙ                  市川洗心館 大学（4）31 28806

小寺　恒輝            ｺﾃﾗ ｺｳｷ                 ＴＸ甲南山手 高校（1）32 28813

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（3）33 28824

野々口慎也            ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ               コナミ西宮 高校（3）34 28824

上田　大介            ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ              コナミ明石 高校（1）35 28825

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）36 28826

エアーベンジメン      ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）37 28828

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              ＫＴＶ垂水 高校（1）38 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（3）39 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）40 28831

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ 高校（2）41 28840

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               ＮＳＩ 高校（3）42 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             ＮＳＩ 中学（2）43 28840

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般44 28848

増田　達也            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                コナミ三田 高校（1）45 28860

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（3）46 28880

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 中学（3）47 28900

澤瀉　大樹            ｵﾓﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ              ＰＳＫ 一般48 28900

大西真太郎            ｵｵﾆｼ ｼﾝﾀﾛｳ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 大学（3）49 28921
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原　　嘉一            ﾊﾗ ｶｲﾁ                  関西学院大学 大学（3）50 50006

小林　薫平            ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ             関西学院大学 大学（1）51 50006

飯山　健太            ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ                甲南大学 大学（3）52 50008

井田　育城            ｲﾀﾞ ﾔｽｷ                 関西大学 大学（2）53 50023

大黒　卓哉            ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ                関西大学 大学（3）54 50023

松井　俊樹            ﾏﾂｲ ｼｭﾝｷ                関西大学 大学（1）55 50023

武永　　駿            ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ               京都大学 大学（2）56 50025

石部　弘樹            ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｷ                びわこ成蹊大 大学（3）57 50093
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生畑目啓人            ﾅﾊﾞﾀﾒ ｹｲﾄ               太成学院大高 高校（2）1 27100

上岡　駿介            ｶﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ              太成学院大高 高校（2）2 27100

馬場　勇輝            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ                近畿大附高校 高校（3）3 27174

岡嶋　翔太            ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ              イ ト マ ン 高校（1）4 27212

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）5 28309

古畑　海生            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ                市川高校 高校（2）6 28602

田中　一光            ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ                須磨学園高校 高校（1）7 28615

牟田　昇平            ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ                三田学園高校 高校（2）8 28622

佐野　　武            ｻﾉ ﾀｹﾙ                  市川洗心館 大学（4）9 28806

小寺　恒輝            ｺﾃﾗ ｺｳｷ                 ＴＸ甲南山手 高校（1）10 28813

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（3）11 28824

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              ＫＴＶ垂水 高校（1）12 28831

木村　匡克            ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ                近畿大学 大学（2）13 50010

大黒　卓哉            ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ                関西大学 大学（3）14 50023
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津川　尚輝            ﾂｶﾞﾜ ﾅｵｷ                桃山学院高校 高校（2）1 27088

藤本千代人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖﾄ               太成学院大高 高校（3）2 27100

山村　波風            ﾔﾏﾑﾗ ｻｱﾌ                太成学院大高 高校（2）3 27100

黒木　　渉            ｸﾛｷ ﾜﾀﾙ                 府立堺西高校 高校（2）4 27198

橋本　真聖            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷﾖ               イトマン堺 高校（1）5 27297

清水　光貴            ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾀｶ               ＪＳＳエビス 高校（3）6 27377

佐藤　圭亮            ｻﾄｳ ｹｲｽｹ                ＪＳＳエビス 高校（2）7 27377

桝田　悠斗            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ                須磨東高校 高校（2）8 28353

大畑　　元            ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ                明石清水高校 高校（1）9 28385

土田　和希            ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ               神戸高専 高 高校（2）10 28516

藤田　紘希            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                市川高校 高校（2）11 28602

小島　慎也            ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ                三田松聖高校 高校（1）12 28606

仲村　尚大            ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ             須磨学園高校 高校（2）13 28615

縄井　彪士            ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ                須磨学園高校 高校（1）14 28615

玉串　颯麻            ﾀﾏｸｼ ｿｳﾏ                仁川学院高校 高校（1）15 28623

谷口　隼紀            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ             イトマン川西 高校（3）16 28801

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（3）17 28805

田中　瑛都            ﾀﾅｶ ｴｲﾄ                 塚口ＳＳ 高校（1）18 28805

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 塚口ＳＳ 高校（3）19 28805

小髙　滉人            ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ                コナミ西宮 高校（2）20 28824

黒塚　圭人            ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ                御影ＳＳ 高校（2）21 28833

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ 中学（2）22 28840

坂本　魁生            ｻｶﾓﾄ ｶｲ                 関西学院大学 大学（2）23 50006

森　　圭祐            ﾓﾘ ｹｲｽｹ                 神戸大学 大学（2）24 50009

綾戸　治紀            ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ                 近畿大学 大学（1）25 50010

福田宗一郎            ﾌｸﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ             神戸高専 大 大学（1）26 50090

勇内　塁揮            ﾕｳﾁ ﾙｲｷ                 びわこ成蹊大 大学（2）27 50093

藤井　亮佑            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ              岡山大学 大学（3）28 51007
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堀井　悠矢            ﾎﾘｲ ﾕｳﾔ                 桃山学院高校 高校（2）1 27088

金澤　秀太            ｶﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）2 27088

津川　尚輝            ﾂｶﾞﾜ ﾅｵｷ                桃山学院高校 高校（2）3 27088

泉　　颯光            ｲｽﾞﾐ ｿｳｷ                桃山学院高校 高校（1）4 27088

立花謙三郎            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ          太成学院大高 高校（1）5 27100

山村　波風            ﾔﾏﾑﾗ ｻｱﾌ                太成学院大高 高校（2）6 27100

松山　　学            ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ                イ ト マ ン 中学（3）7 27212

石山　諒一            ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ              イ ト マ ン 高校（3）8 27212

橋本　真聖            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷﾖ               イトマン堺 高校（1）9 27297

宮石　　晨            ﾐﾔｲｼ ﾄｷ                 ＪＳＳエビス 高校（1）10 27377

佐藤　圭亮            ｻﾄｳ ｹｲｽｹ                ＪＳＳエビス 高校（2）11 27377

清水　光貴            ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾀｶ               ＪＳＳエビス 高校（3）12 27377

姫野　幹大            ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ                イトマン近大 大学（1）13 27615

大畑　　元            ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ                明石清水高校 高校（1）14 28385

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）15 28507

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）16 28507

西田隆之介            ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             須磨翔風高校 高校（2）17 28509

中　　猛至            ﾅｶ ﾀｹﾐﾁ                 市川高校 高校（2）18 28602

藤田　紘希            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                市川高校 高校（2）19 28602

小島　慎也            ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ                三田松聖高校 高校（1）20 28606

縄井　彪士            ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ                須磨学園高校 高校（1）21 28615

玉串　颯麻            ﾀﾏｸｼ ｿｳﾏ                仁川学院高校 高校（1）22 28623

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                イトマン川西 高校（2）23 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（3）24 28801

谷口　隼紀            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ             イトマン川西 高校（3）25 28801

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（3）26 28805

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（2）27 28805

田中　瑛都            ﾀﾅｶ ｴｲﾄ                 塚口ＳＳ 高校（1）28 28805

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 塚口ＳＳ 高校（3）29 28805

木下　周勇            ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ               イトマン神戸 中学（3）30 28815

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（2）31 28824

野々口慎也            ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ               コナミ西宮 高校（3）32 28824

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）33 28826

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）34 28828

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）35 28831

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ 中学（2）36 28840

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 中学（1）37 28880

堀下　裕司            ﾎﾘｼﾀ ﾕｳｼﾞ               大阪大学 大学（3）38 50003

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                関西学院大学 大学（1）39 50006

今畠中健太            ｲﾏﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ              近畿大学 大学（2）40 50010

綾戸　治紀            ｱﾔﾄ ﾊﾙｷ                 近畿大学 大学（1）41 50010

牧野　光樹            ﾏｷﾉ ｺｳｷ                 近畿大学 大学（3）42 50010

長塩　佳典            ﾅｶﾞｼｵ ﾖｼﾉﾘ              関西大学 大学（2）43 50023

森本　健太            ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ                関西大学 大学（1）44 50023

中村　康二            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ               関西大学 大学（3）45 50023

川北健太郎            ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ             京都大学 大学（3）46 50025

藤本　雄磨            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ               京都大学 大学（1）47 50025

福田宗一郎            ﾌｸﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ             神戸高専 大 大学（1）48 50090

藤井　亮佑            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ              岡山大学 大学（3）49 51007
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古賀　　颯            ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                 岡山大学 大学（1）50 51007

中尾　駿一            ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ               岡山大学 大学（3）51 51007
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津川　尚輝            ﾂｶﾞﾜ ﾅｵｷ                桃山学院高校 高校（2）1 27088

金澤　秀太            ｶﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）2 27088

山村　波風            ﾔﾏﾑﾗ ｻｱﾌ                太成学院大高 高校（2）3 27100

立花謙三郎            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ          太成学院大高 高校（1）4 27100

石山　諒一            ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ              イ ト マ ン 高校（3）5 27212

清水　光貴            ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾀｶ               ＪＳＳエビス 高校（3）6 27377

宮石　　晨            ﾐﾔｲｼ ﾄｷ                 ＪＳＳエビス 高校（1）7 27377

姫野　幹大            ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ                イトマン近大 大学（1）8 27615

大畑　　元            ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ                明石清水高校 高校（1）9 28385

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）10 28385

西田隆之介            ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             須磨翔風高校 高校（2）11 28509

藤田　紘希            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                市川高校 高校（2）12 28602

中　　猛至            ﾅｶ ﾀｹﾐﾁ                 市川高校 高校（2）13 28602

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                イトマン川西 高校（2）14 28801

谷口　隼紀            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ             イトマン川西 高校（3）15 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（3）16 28801

松本　昇汰            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ               塚口ＳＳ 大学（3）17 28805

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（2）18 28805

埴岡　大晃            ﾊﾆｵｶ ﾋﾛｱｷ               市川洗心館 高校（2）19 28806

木下　周勇            ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ               イトマン神戸 中学（3）20 28815

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（2）21 28824

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）22 28826

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）23 28831

黒塚　圭人            ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ                御影ＳＳ 高校（2）24 28833

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ 中学（2）25 28840

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 中学（1）26 28880

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                関西学院大学 大学（1）27 50006

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学 大学（1）28 50006

今畠中健太            ｲﾏﾊﾀﾅｶ ｹﾝﾀ              近畿大学 大学（2）29 50010

牧野　光樹            ﾏｷﾉ ｺｳｷ                 近畿大学 大学（3）30 50010

森本　健太            ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ                関西大学 大学（1）31 50023

勇内　塁揮            ﾕｳﾁ ﾙｲｷ                 びわこ成蹊大 大学（2）32 50093

藤井　亮佑            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ              岡山大学 大学（3）33 51007

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              岡山大学 大学（3）34 51007

古賀　　颯            ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ                 岡山大学 大学（1）35 51007
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高橋　拓実            ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ                関大一高校 高校（1）1 27025

貝桝　壮汰            ｶｲﾏｽ ｿｳﾀ                太成学院大高 高校（2）2 27100

雲井　銀河            ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ               太成学院大高 高校（2）3 27100

山﨑　愛斗            ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾄ               太成学院大高 高校（1）4 27100

井上　凱智            ｲﾉｳｴ ｶﾞｲﾁ               近畿大附高校 高校（3）5 27174

稲垣　大智            ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ              イ ト マ ン 高校（2）6 27212

井本　海斗            ｲﾓﾄ ｶｲﾄ                 イ ト マ ン 高校（2）7 27212

菰池　雅裕            ｺﾓｲｹ ﾏｻﾋﾛ               イ ト マ ン 中学（3）8 27212

山本　晴基            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ                近畿大学職員 一般9 27599

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（3）10 28309

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（3）11 28380

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 須磨翔風高校 高校（1）12 28509

谷水輝一朗            ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ             市川高校 高校（1）13 28602

高田　凌佑            ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               市川高校 高校（1）14 28602

福間　寛久            ﾌｸﾏ ﾋﾛﾋｻ                関西学院高等 高校（3）15 28603

浜　　光史            ﾊﾏ ｺｳｼ                  関西学院高等 高校（2）16 28603

濱田　　真            ﾊﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ                関西学院高等 高校（2）17 28603

豊留　新平            ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ             ノーリツ 一般18 28743

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               イトマン川西 高校（2）19 28801

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（2）20 28806

宮嵜　真志            ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ               ＪＳＳ宝塚 高校（3）21 28829

小野寺　柾            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ               ＫＴＶ垂水 高校（1）22 28831

松本波瑠馬            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                御影ＳＳ 高校（1）23 28833

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                ＮＳＩ 高校（2）24 28840

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                ＮＳＩ 高校（2）25 28840

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）26 28921

原田明日翔            ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ                関西学院大学 大学（1）27 50006

臼井　大貴            ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ                甲南大学 大学（3）28 50008

相崎　康平            ｱｲｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              甲南大学 大学（1）29 50008

近藤　将平            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ             大阪商業大学 大学（4）30 50017

岩本　凌一            ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ              大阪商業大学 大学（1）31 50017

吉田　翔太            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               大阪商業大学 大学（2）32 50017

那須　悠太            ﾅｽ ﾕｳﾀ                  京都大学 大学（3）33 50025

菅野　　聡            ｽｶﾞﾉ ｻﾄｼ                京都大学 大学（3）34 50025

清水　律希            ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ                京都大学 大学（1）35 50025

西島　魁人            ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲﾄ               京都大学 大学（1）36 50025

平林　隆誠            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ            京都大学 大学（1）37 50025

愛甲　浩喜            ｱｲｺｳ ﾋﾛｷ                京都大学 大学（2）38 50025

安丸　泰生            ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ               びわこ成蹊大 大学（1）39 50093

大坪　弘基            ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ               岡山大学 大学（3）40 51007
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貝桝　壮汰            ｶｲﾏｽ ｿｳﾀ                太成学院大高 高校（2）1 27100

雲井　銀河            ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ               太成学院大高 高校（2）2 27100

井上　凱智            ｲﾉｳｴ ｶﾞｲﾁ               近畿大附高校 高校（3）3 27174

溝渕　雄亮            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ             イ ト マ ン 高校（3）4 27212

菰池　雅裕            ｺﾓｲｹ ﾏｻﾋﾛ               イ ト マ ン 中学（3）5 27212

井本　海斗            ｲﾓﾄ ｶｲﾄ                 イ ト マ ン 高校（2）6 27212

稲垣　大智            ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ              イ ト マ ン 高校（2）7 27212

柴原　充生            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ               イ ト マ ン 高校（2）8 27212

松倉　主季            ﾏﾂｸﾗ ｶｽﾞｷ               イトマン堺 中学（2）9 27297

生悦住勝也            ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ               関大一中学 中学（1）10 27603

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（3）11 28309

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）12 28309

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                県立御影高校 高校（3）13 28310

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（3）14 28380

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 須磨翔風高校 高校（1）15 28509

谷水輝一朗            ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ             市川高校 高校（1）16 28602

高田　凌佑            ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               市川高校 高校（1）17 28602

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 市川高校 高校（1）18 28602

岡　　優希            ｵｶ ﾕｳｷ                  関西学院高等 高校（2）19 28603

櫛笥　悠人            ｸｼｹﾞ ﾊﾙﾄ                仁川学院高校 高校（2）20 28623

豊留　新平            ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ             ノーリツ 一般21 28743

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               イトマン川西 高校（2）22 28801

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（1）23 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 中学（2）24 28805

豊山　敦星            ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ               イトマン神戸 中学（2）25 28815

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ西宮 高校（3）26 28824

江副　澪音            ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ                ＮＳＩパール 中学（1）27 28826

宮嵜　真志            ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ               ＪＳＳ宝塚 高校（3）28 28829

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                御影ＳＳ 高校（1）29 28833

松本波瑠馬            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                御影ＳＳ 高校（1）30 28833

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                ＮＳＩ 高校（2）31 28840

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                ＮＳＩ 高校（2）32 28840

西村　尚真            ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ               Ａｑ相生 高校（2）33 28904

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）34 28921

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（2）35 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）36 28921

平岡　太一            ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ                大阪教育大学 大学（3）37 50002

原田明日翔            ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ                関西学院大学 大学（1）38 50006

田中　優一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                関西学院大学 大学（1）39 50006

奥村　　敦            ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ                関西学院大学 大学（3）40 50006

豊田　郁豪            ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ              関西学院大学 大学（3）41 50006

相崎　康平            ｱｲｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              甲南大学 大学（1）42 50008

臼井　大貴            ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ                甲南大学 大学（3）43 50008

山田　凌平            ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              神戸大学 大学（2）44 50009

竹田　正大            ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               近畿大学 大学（1）45 50010

岩本　凌一            ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ              大阪商業大学 大学（1）46 50017

宮本麟太郎            ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ              関西大学 大学（2）47 50023

北野伊瑠人            ｷﾀﾉ ｲﾙﾄ                 関西大学 大学（1）48 50023

嶋本　和政            ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ              関西大学 大学（3）49 50023
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笹田　拓志            ｻｻﾀﾞ ﾀｸｼﾞ               関西大学 大学（3）50 50023

太皷地健一郎          ﾀｲｺﾁﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ            京都大学 大学（2）51 50025

竹内　伸志            ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ               京都大学 大学（1）52 50025

山口　航平            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              京都大学 大学（2）53 50025

菅野　　聡            ｽｶﾞﾉ ｻﾄｼ                京都大学 大学（3）54 50025

愛甲　浩喜            ｱｲｺｳ ﾋﾛｷ                京都大学 大学（2）55 50025

那須　悠太            ﾅｽ ﾕｳﾀ                  京都大学 大学（3）56 50025

佐伯　俊輔            ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ               神戸高専 大 大学（2）57 50090

安丸　泰生            ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ               びわこ成蹊大 大学（1）58 50093

大坪　弘基            ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ               岡山大学 大学（3）59 51007
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田中　健仁            ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

大谷　雄剛            ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ              桃山学院高校 高校（1）2 27088

貝桝　壮汰            ｶｲﾏｽ ｿｳﾀ                太成学院大高 高校（2）3 27100

雲井　銀河            ｸﾓｲ ｷﾞﾝｶﾞ               太成学院大高 高校（2）4 27100

井上　凱智            ｲﾉｳｴ ｶﾞｲﾁ               近畿大附高校 高校（3）5 27174

溝渕　雄亮            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ             イ ト マ ン 高校（3）6 27212

若山　大輝            ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ               イ ト マ ン 高校（2）7 27212

松倉　主季            ﾏﾂｸﾗ ｶｽﾞｷ               イトマン堺 中学（2）8 27297

生悦住勝也            ｲｹｽﾞﾐ ｶﾂﾔ               関大一中学 中学（1）9 27603

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）10 28309

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（3）11 28309

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                県立御影高校 高校（3）12 28310

谷水輝一朗            ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ             市川高校 高校（1）13 28602

高田　凌佑            ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ               市川高校 高校（1）14 28602

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 市川高校 高校（1）15 28602

櫛笥　悠人            ｸｼｹﾞ ﾊﾙﾄ                仁川学院高校 高校（2）16 28623

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               イトマン川西 高校（2）17 28801

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 中学（2）18 28805

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（1）19 28805

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（2）20 28806

豊山　敦星            ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ               イトマン神戸 中学（2）21 28815

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ西宮 高校（3）22 28824

江副　澪音            ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ                ＮＳＩパール 中学（1）23 28826

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）24 28829

松本波瑠馬            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                御影ＳＳ 高校（1）25 28833

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                御影ＳＳ 高校（1）26 28833

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                ＮＳＩ 高校（2）27 28840

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                ＮＳＩ 高校（2）28 28840

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（2）29 28921

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）30 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）31 28921

平岡　太一            ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ                大阪教育大学 大学（3）32 50002

石井　孝典            ｲｼｲ ｺｳｽｹ                大阪教育大学 大学（3）33 50002

田中　優一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                関西学院大学 大学（1）34 50006

豊田　郁豪            ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ              関西学院大学 大学（3）35 50006

竹田　正大            ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               近畿大学 大学（1）36 50010

笹田　拓志            ｻｻﾀﾞ ﾀｸｼﾞ               関西大学 大学（3）37 50023

宮本麟太郎            ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ              関西大学 大学（2）38 50023

嶋本　和政            ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ              関西大学 大学（3）39 50023

森　　一馬            ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ                 関西大学 大学（2）40 50023

山口　航平            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              京都大学 大学（2）41 50025

児玉　雄二            ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ               京都大学 大学（3）42 50025

竹内　伸志            ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ               京都大学 大学（1）43 50025

菅野　　聡            ｽｶﾞﾉ ｻﾄｼ                京都大学 大学（3）44 50025

安丸　泰生            ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ               びわこ成蹊大 大学（1）45 50093
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米田　海斗            ﾖﾈﾀﾞ ｶｲﾄ                関大一高校 高校（2）1 27025

髙家　陸斗            ﾀｶﾔ ﾘｸﾄ                 桃山学院高校 高校（1）2 27088

麻野　　陣            ｱｻﾉ ｼﾞﾝ                 太成学院大高 高校（3）3 27100

原田　啓介            ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ               太成学院大高 高校（1）4 27100

玉利　康恭            ﾀﾏﾘ ｺｳｽｹ                ﾌｨｯﾄﾈｽ21 大学（1）5 27207

平良　暢崇            ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ                イ ト マ ン 高校（2）6 27212

最相　秀平            ｻｲｿｳ ｼｭｳﾍｲ              イトマン堺 高校（1）7 27297

五藤　　廉            ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ                 イトマン堺 高校（2）8 27297

堀井　達矢            ﾎﾘｲ ﾀﾂﾔ                 イトマン堺 中学（3）9 27297

松下　　響            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾋﾞｷ               イトマン堺 中学（3）10 27297

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）11 28309

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               神戸高専 高 高校（1）12 28516

大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（3）13 28602

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                滝川高校 高校（2）14 28604

河村　流生            ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｷ               三田松聖高校 高校（1）15 28606

永井　　絃            ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ                須磨学園高校 高校（1）16 28615

中村　魁人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                須磨学園高校 高校（3）17 28615

石丸　亮介            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳｽｹ              神戸市役所 一般18 28711

川﨑　晃尚            ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ               仁川学院教員 一般19 28739

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 大和軌道製造 一般20 28766

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）21 28805

埴岡　大晃            ﾊﾆｵｶ ﾋﾛｱｷ               市川洗心館 高校（2）22 28806

吉村　天良            ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ                イトマン神戸 高校（2）23 28815

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（3）24 28824

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                ＮＳＩ本山 大学（1）25 28828

三木　豪人            ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ                 ＮＳＩ 高校（2）26 28840

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             イトマン西神 高校（2）27 28880

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）28 28895

永田　創士            ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ                ＰＳＫ 高校（1）29 28900

橘　　知毅            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ               関西学院大学 大学（3）30 50006

岩山　昂生            ｲﾜﾔﾏ ｺｳｾｲ               関西学院大学 大学（2）31 50006

幸島　健人            ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ                近畿大学 大学（2）32 50010

藤本　達樹            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ               桃山学院大学 大学（2）33 50014

久保田龍一            ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ              桃山学院大学 大学（2）34 50014

市川　英和            ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ             京都大学 大学（3）35 50025

青山　拓洋            ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ                京都大学 大学（3）36 50025

藤本　雄磨            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ               京都大学 大学（1）37 50025

竹政　祐太            ﾀｹﾏｻ ﾕｳﾀ                京都大学 大学（3）38 50025

川北健太郎            ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ             京都大学 大学（3）39 50025

中尾　駿一            ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ               岡山大学 大学（3）40 51007

田之上将太            ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ               岡山大学 大学（1）41 51007

近藤　直大            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ              広島大学 大学（3）42 51009
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髙家　陸斗            ﾀｶﾔ ﾘｸﾄ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

田中　健仁            ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ                 桃山学院高校 高校（1）2 27088

須﨑　　奨            ｽｻﾞｷ ｼｮｳ                桃山学院高校 高校（2）3 27088

錦田　恭太            ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）4 27088

原田　啓介            ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ               太成学院大高 高校（1）5 27100

麻野　　陣            ｱｻﾉ ｼﾞﾝ                 太成学院大高 高校（3）6 27100

平良　暢崇            ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ                イ ト マ ン 高校（2）7 27212

村瀬　亘紀            ﾑﾗｾ ｺｳｷ                 イ ト マ ン 高校（1）8 27212

森本　哲平            ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ              イ ト マ ン 中学（2）9 27212

早川欣ノ輔            ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ              イ ト マ ン 中学（2）10 27212

堀井　達矢            ﾎﾘｲ ﾀﾂﾔ                 イトマン堺 中学（3）11 27297

松下　　響            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾋﾞｷ               イトマン堺 中学（3）12 27297

五藤　　廉            ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ                 イトマン堺 高校（2）13 27297

最相　秀平            ｻｲｿｳ ｼｭｳﾍｲ              イトマン堺 高校（1）14 27297

中村　海人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                ＪＳＳエビス 高校（1）15 27377

高見　空我            ﾀｶﾐ ｸｳｶﾞ                姫路商業高校 高校（1）16 28309

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）17 28309

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               神戸高専 高 高校（1）18 28516

岩城　拓海            ｲﾜｷ ﾀｸﾐ                 市川高校 高校（1）19 28602

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（2）20 28602

大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（3）21 28602

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）22 28602

山本　　優            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ                 関西学院高等 高校（2）23 28603

大音　　瑛            ｵｵﾄ ｱｷﾗ                 滝川高校 高校（2）24 28604

河村　流生            ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｷ               三田松聖高校 高校（1）25 28606

中村　魁人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                須磨学園高校 高校（3）26 28615

縄井　惇己            ﾅﾜｲ ｼﾞｭﾝｷ               須磨学園高校 高校（2）27 28615

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）28 28805

吉村　天良            ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ                イトマン神戸 高校（2）29 28815

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（3）30 28824

浅野　颯太            ｱｻﾉ ｿｳﾀ                 コナミ西宮 中学（3）31 28824

吉岡亜矢都            ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                ＮＳＩ本山 中学（1）32 28828

三木　豪人            ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ                 ＮＳＩ 高校（2）33 28840

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             イトマン西神 高校（2）34 28880

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）35 28895

永田　創士            ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ                ＰＳＫ 高校（1）36 28900

藤條　　南            ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ              大阪大学 大学（3）37 50003

橘　　知毅            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ               関西学院大学 大学（3）38 50006

岩山　昂生            ｲﾜﾔﾏ ｺｳｾｲ               関西学院大学 大学（2）39 50006

寛嶋　尚二            ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ             近畿大学 大学（1）40 50010

近藤　将平            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ             大阪商業大学 大学（4）41 50017

門田　知也            ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓﾔ               関西大学 大学（1）42 50023

上林　真己            ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ              関西大学 大学（1）43 50023

中川　大輝            ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ              関西大学 大学（1）44 50023

大橋　佳祐            ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ               関西大学 大学（1）45 50023

市川　英和            ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ             京都大学 大学（3）46 50025

青山　拓洋            ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ                京都大学 大学（3）47 50025

大川　　順            ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝ               京都大学 大学（3）48 50025

孫　　健宇            ｿﾝ ｹﾝﾕ                  京都大学 大学（1）49 50025
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池田　翔真            ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ               京都大学 大学（3）50 50025

柴田　真成            ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ               滋賀大学 大学（3）51 50028

生田　拓海            ｲｸﾀ ﾀｸﾐ                 びわこ成蹊大 大学（1）52 50093

田之上将太            ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ               岡山大学 大学（1）53 51007

樋口　淳哉            ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ              岡山大学 大学（1）54 51007

今本隆之介            ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             岡山大学 大学（3）55 51007

近藤　直大            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ              広島大学 大学（3）56 51009
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和田　大梧            ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               桃山学院高校 高校（1）1 27088

西垣　　隆            ﾆｼｶﾞｷ ﾘｭｳ               桃山学院高校 高校（2）2 27088

髙家　陸斗            ﾀｶﾔ ﾘｸﾄ                 桃山学院高校 高校（1）3 27088

錦田　恭太            ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ              桃山学院高校 高校（1）4 27088

須﨑　　奨            ｽｻﾞｷ ｼｮｳ                桃山学院高校 高校（2）5 27088

原田　啓介            ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ               太成学院大高 高校（1）6 27100

森本　哲平            ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ              イ ト マ ン 中学（2）7 27212

最相　秀平            ｻｲｿｳ ｼｭｳﾍｲ              イトマン堺 高校（1）8 27297

丸田　龍弥            ﾏﾙﾀ ﾀﾂﾔ                 ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）9 27365

礒　　　翼            ｲｿ ﾂﾊﾞｻ                 イトマン近大 大学（2）10 27615

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）11 28507

大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（3）12 28602

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）13 28602

山本　　優            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ                 関西学院高等 高校（2）14 28603

大音　　瑛            ｵｵﾄ ｱｷﾗ                 滝川高校 高校（2）15 28604

中村　魁人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                須磨学園高校 高校（3）16 28615

佐伯　勇武            ｻｴｷ ｲｻﾑ                 須磨学園高校 高校（3）17 28615

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）18 28805

吉村　天良            ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ                イトマン神戸 高校（2）19 28815

浅野　颯太            ｱｻﾉ ｿｳﾀ                 コナミ西宮 中学（3）20 28824

松田　武大            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ                コナミ西宮 高校（1）21 28824

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（2）22 28872

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             イトマン西神 高校（2）23 28880

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）24 28895

池田　悠真            ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ                ＰＳＫ 高校（1）25 28900

永田　創士            ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ                ＰＳＫ 高校（1）26 28900

大西真太郎            ｵｵﾆｼ ｼﾝﾀﾛｳ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 大学（3）27 28921

藤條　　南            ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ              大阪大学 大学（3）28 50003

鵜飼夏也人            ｳｶｲ ｶﾔﾄ                 関西学院大学 大学（3）29 50006

甲谷　直希            ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ                関西学院大学 大学（2）30 50006

魚住　周平            ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ             神戸大学 大学（2）31 50009

寛嶋　尚二            ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ             近畿大学 大学（1）32 50010

兒玉　昇久            ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ               近畿大学 大学（1）33 50010

国本　泰起            ｸﾆﾓﾄ ﾀｲｷ                近畿大学 大学（2）34 50010

門田　知也            ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓﾔ               関西大学 大学（1）35 50023

大橋　佳祐            ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ               関西大学 大学（1）36 50023

松田　周土            ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ               関西大学 大学（1）37 50023

太皷地健一郎          ﾀｲｺﾁﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ            京都大学 大学（2）38 50025

池田　翔真            ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ               京都大学 大学（3）39 50025

生田　拓海            ｲｸﾀ ﾀｸﾐ                 びわこ成蹊大 大学（1）40 50093

樋口　淳哉            ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ              岡山大学 大学（1）41 51007

今本隆之介            ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             岡山大学 大学（3）42 51007
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山口　龍輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               太成学院大高 高校（1）1 27100

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（3）2 28380

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                滝川高校 高校（2）3 28604

尾塩　温史            ｵｼｵ ｱﾂｼ                 大和軌道製造 一般4 28766

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）5 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                ＮＳＩ本山 大学（1）6 28828

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）7 28831

友武　　涼            ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ                コナミ三田 高校（2）8 28860

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 高校（1）9 28872

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（2）10 28872

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）11 28880

服部　季輝            ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ                関西学院大学 大学（3）12 50006

小野　　健            ｵﾉ ﾀｹﾙ                  関西学院大学 大学（3）13 50006

久保田龍一            ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ              桃山学院大学 大学（2）14 50014

藤本　達樹            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂｷ               桃山学院大学 大学（2）15 50014

門田　知也            ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾄﾓﾔ               関西大学 大学（1）16 50023

孫　　健宇            ｿﾝ ｹﾝﾕ                  京都大学 大学（1）17 50025

赤井　奎太            ｱｶｲ ｹｲﾀ                 滋賀医科大学 大学（3）18 50117
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阿比留亮介            ｱﾋﾞﾙ ﾘｮｳｽｹ              関大一高校 高校（2）1 27025

大谷　雄剛            ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ              桃山学院高校 高校（1）2 27088

須﨑　　奨            ｽｻﾞｷ ｼｮｳ                桃山学院高校 高校（2）3 27088

堀井　悠矢            ﾎﾘｲ ﾕｳﾔ                 桃山学院高校 高校（2）4 27088

山口　龍輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               太成学院大高 高校（1）5 27100

平田　大輔            ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ               イ ト マ ン 高校（2）6 27212

原　　尚稔            ﾊﾗ ﾅｵﾄｼ                 イ ト マ ン 高校（1）7 27212

早川欣ノ輔            ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ              イ ト マ ン 中学（2）8 27212

松永　　和            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ               イ ト マ ン 高校（2）9 27212

柴原　充生            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾐﾂｷ               イ ト マ ン 高校（2）10 27212

堀井　達矢            ﾎﾘｲ ﾀﾂﾔ                 イトマン堺 中学（3）11 27297

藤原　　尊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ               イトマン堺 中学（2）12 27297

五藤　　廉            ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ                 イトマン堺 高校（2）13 27297

橋本　真聖            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷﾖ               イトマン堺 高校（1）14 27297

柿本　恵佑            ｶｷﾓﾄ ｹｲｽｹ               イトマン堺 高校（1）15 27297

脇田　力旭            ﾜｷﾀ ﾘｷ                  イトマン堺 中学（3）16 27297

辻野　優輝            ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ                ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）17 27365

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）18 28507

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                市立尼崎高校 高校（1）19 28507

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 市川高校 高校（1）20 28602

冨田　圭人            ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ                 市川高校 高校（3）21 28602

中務　貴文            ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ              市川高校 高校（3）22 28602

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）23 28602

二道　捷希            ﾆﾄﾞｳ ｶﾂｷ                関西学院高等 高校（1）24 28603

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（2）25 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 中学（2）26 28805

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（3）27 28806

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）28 28825

エアーベンジメン      ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）29 28828

三原　慶悟            ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ                ＪＳＳ宝塚 中学（3）30 28829

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）31 28829

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                御影ＳＳ 高校（1）32 28833

竹内　　隼            ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ                御影ＳＳ 中学（1）33 28833

増田　達也            ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ                コナミ三田 高校（1）34 28860

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）35 28872

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）36 28880

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（2）37 28880

廣里　英幹            ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ               大阪教育大学 大学（3）38 50002

石井　孝典            ｲｼｲ ｺｳｽｹ                大阪教育大学 大学（3）39 50002

服部　季輝            ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ                関西学院大学 大学（3）40 50006

小野　　健            ｵﾉ ﾀｹﾙ                  関西学院大学 大学（3）41 50006

飯山　健太            ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ                甲南大学 大学（3）42 50008

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                甲南大学 大学（4）43 50008

兒玉　昇久            ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ               近畿大学 大学（1）44 50010

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 近畿大学 大学（1）45 50010

小西　雄大            ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ               関西大学 大学（3）46 50023

村上　一成            ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ               関西大学 大学（1）47 50023

児玉　雄二            ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ               京都大学 大学（3）48 50025

平林　隆誠            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ            京都大学 大学（1）49 50025
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佐伯　俊輔            ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ               神戸高専 大 大学（2）50 50090

石部　弘樹            ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｷ                びわこ成蹊大 大学（3）51 50093

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              岡山大学 大学（3）52 51007
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大谷　雄剛            ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ              桃山学院高校 高校（1）1 27088

山口　龍輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               太成学院大高 高校（1）2 27100

立花謙三郎            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ          太成学院大高 高校（1）3 27100

生畑目啓人            ﾅﾊﾞﾀﾒ ｹｲﾄ               太成学院大高 高校（2）4 27100

平田　大輔            ﾋﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ               イ ト マ ン 高校（2）5 27212

松永　　和            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾜﾗ               イ ト マ ン 高校（2）6 27212

早川欣ノ輔            ﾊﾔｶﾜ ｷﾝﾉｽｹ              イ ト マ ン 中学（2）7 27212

柿本　恵佑            ｶｷﾓﾄ ｹｲｽｹ               イトマン堺 高校（1）8 27297

藤原　　尊            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ               イトマン堺 中学（2）9 27297

脇田　力旭            ﾜｷﾀ ﾘｷ                  イトマン堺 中学（3）10 27297

辻野　優輝            ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ                ｾﾝﾄﾗﾙみなと 中学（2）11 27365

中村　海人            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                ＪＳＳエビス 高校（1）12 27377

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）13 28507

佐伯　勇輔            ｻｴｷ ﾕｳｽｹ                神戸高専 高 高校（2）14 28516

中務　貴文            ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ              市川高校 高校（3）15 28602

牟田　昇平            ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ                三田学園高校 高校（2）16 28622

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（2）17 28805

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（3）18 28806

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）19 28825

三原　慶悟            ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ                ＪＳＳ宝塚 中学（3）20 28829

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般21 28848

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）22 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 高校（1）23 28872

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）24 28880

廣里　英幹            ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ               大阪教育大学 大学（3）25 50002

小林　薫平            ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ             関西学院大学 大学（1）26 50006

小野　　健            ｵﾉ ﾀｹﾙ                  関西学院大学 大学（3）27 50006

服部　季輝            ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ                関西学院大学 大学（3）28 50006

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 近畿大学 大学（1）29 50010

久保田龍一            ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ              桃山学院大学 大学（2）30 50014

小林　幸央            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ               関西大学 大学（2）31 50023

小西　雄大            ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ               関西大学 大学（3）32 50023

村上　一成            ﾑﾗｶﾐ ｲｯｾｲ               関西大学 大学（1）33 50023

石部　弘樹            ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｷ                びわこ成蹊大 大学（3）34 50093

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              岡山大学 大学（3）35 51007
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菊川　真望            ｷｸｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ               大阪成蹊女高 高校（1）1 27043

十輪地世那            ﾄﾜﾁﾞ ｾﾅ                 大阪成蹊女高 高校（1）2 27043

北村　明依            ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ                 大阪成蹊女高 高校（1）3 27043

鶴田　初妃            ﾂﾙﾀ ﾊﾂｷ                 桃山学院高校 高校（1）4 27088

前河原美咲            ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ              太成学院大高 高校（2）5 27100

城間　小桃            ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ                 太成学院大高 高校（3）6 27100

鵜飼　雪菜            ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ                太成学院大高 高校（3）7 27100

野村　　舞            ﾉﾑﾗ ﾏｲ                  太成学院大高 高校（2）8 27100

藤澤　　涼            ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ               近畿大附高校 高校（2）9 27174

木下　妃魚            ｷﾉｼﾀ ﾋｦ                 イ ト マ ン 小学（5）10 27212

藤原　　眸            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄﾐ               イ ト マ ン 中学（1）11 27212

小塚　美輝            ｺﾂﾞｶ ﾐｷ                 イ ト マ ン 中学（2）12 27212

高木　帆風            ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ                イトマン堺 高校（3）13 27297

塚本　藍子            ﾂｶﾓﾄ ｱｲｺ                イトマン堺 中学（1）14 27297

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（3）15 28309

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）16 28385

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               県立農業高校 高校（2）17 28397

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）18 28507

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）19 28507

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）20 28507

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（2）21 28507

井上　靖子            ｲﾉｳｴ ﾔｽｺ                須磨翔風高校 高校（2）22 28509

南光有希乃            ﾅﾝｺｳ ﾕｷﾉ                須磨翔風高校 高校（2）23 28509

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                須磨翔風高校 高校（1）24 28509

江原　千尋            ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ                神戸高専 高 高校（3）25 28516

大東　稀南            ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ              神戸高専 高 高校（2）26 28516

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                神戸高専 高 高校（1）27 28516

臼田　妃那            ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ                 神戸高専 高 高校（3）28 28516

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 関西学院高等 高校（2）29 28603

足立　薫音            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ                三田松聖高校 高校（1）30 28606

岡　真衣香            ｵｶ ﾏｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）31 28615

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 須磨学園高校 高校（1）32 28615

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）33 28801

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 中学（2）34 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 小学（5）35 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（2）36 28805

内原　心海            ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ                塚口ＳＳ 中学（1）37 28805

難波　実央            ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ                 市川洗心館 高校（2）38 28806

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（5）39 28806

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（6）40 28815

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 イトマン神戸 中学（2）41 28815

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 イトマン神戸 高校（3）42 28815

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 イトマン神戸 中学（2）43 28815

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）44 28825

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）45 28826

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（2）46 28828

西山　　暖            ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ本山 中学（1）47 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）48 28828

清水　　葵            ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ                ＮＳＩ本山 中学（1）49 28828
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松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ本山 高校（1）50 28828

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）51 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）52 28829

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（2）53 28831

大川　華澄            ｵｵｶﾜ ｶｽﾐ                御影ＳＳ 小学（6）54 28833

池田明里紗            ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ                御影ＳＳ 中学（2）55 28833

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ 中学（1）56 28840

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 ＮＳＩ 中学（1）57 28840

松田　志保            ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ                 コナミ三田 一般58 28860

結城　千晴            ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ                 コナミ三田 高校（3）59 28860

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 小学（5）60 28865

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                ＪＳＳ大久保 中学（2）61 28869

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）62 28880

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）63 28895

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）64 28895

西川　未来            ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ                Ａｑ相生 中学（3）65 28904

柳生　笑利            ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ                Ａｑ相生 中学（3）66 28904

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）67 28921

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             大阪教育大学 大学（1）68 50002

見浪　早紀            ﾐﾅﾐ ｻｷ                  神戸大学 大学（1）69 50009

牛塚　瑞紀            ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ               近畿大学 大学（1）70 50010

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 関西大学 大学（1）71 50023

杉田　恵美            ｽｷﾞﾀ ｴﾐ                 関西大学 大学（3）72 50023

小畑みさと            ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ                京都大学 大学（1）73 50025

石塚　里沙            ｲｼﾂﾞｶ ﾘｻ                京都大学 大学（3）74 50025

福田　　瞳            ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ                神戸高専 大 大学（1）75 50090
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別所　風帆            ﾍﾞｯｼｮ ｶﾎ                関大一高校 高校（2）1 27025

山本　真白            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ                関大一高校 高校（2）2 27025

菊川　真望            ｷｸｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ               大阪成蹊女高 高校（1）3 27043

十輪地世那            ﾄﾜﾁﾞ ｾﾅ                 大阪成蹊女高 高校（1）4 27043

堀江　彩貴            ﾎﾘｴ ｻｷ                  大阪成蹊女高 高校（2）5 27043

前河原美咲            ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ              太成学院大高 高校（2）6 27100

今西　良子            ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ               太成学院大高 高校（1）7 27100

城間　小桃            ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ                 太成学院大高 高校（3）8 27100

野村　　舞            ﾉﾑﾗ ﾏｲ                  太成学院大高 高校（2）9 27100

國﨑　理沙            ｸﾆｻﾞｷ ﾘｻ                府立堺西高校 高校（2）10 27198

奥埜　咲楽            ｵｸﾉ ｻｸﾗ                 イ ト マ ン 高校（2）11 27212

木下　妃魚            ｷﾉｼﾀ ﾋｦ                 イ ト マ ン 小学（5）12 27212

高木　帆風            ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ                イトマン堺 高校（3）13 27297

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（3）14 28309

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）15 28385

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）16 28385

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               県立農業高校 高校（2）17 28397

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）18 28507

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）19 28507

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）20 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）21 28507

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                須磨翔風高校 高校（1）22 28509

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                神戸高専 高 高校（1）23 28516

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 関西学院高等 高校（2）24 28603

森本　圭子            ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｺ                関西学院高等 高校（2）25 28603

玉田　華菜            ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ                 関西学院高等 高校（2）26 28603

足立　薫音            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ                三田松聖高校 高校（1）27 28606

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 須磨学園高校 高校（1）28 28615

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 須磨学園高校 高校（1）29 28615

西　　藍霞            ﾆｼ ｱｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）30 28615

岩田　旭代            ｲﾜﾀ ｱｷﾖ                 須磨学園高校 高校（3）31 28615

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                須磨学園高校 高校（1）32 28615

岡　真衣香            ｵｶ ﾏｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）33 28615

谷向　花梨            ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ                イトマン川西 高校（2）34 28801

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）35 28801

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 高校（1）36 28801

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（2）37 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 中学（2）38 28805

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 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（2）40 28815

広瀬　優香            ﾋﾛｾ ﾕｳｶ                 イトマン神戸 中学（2）41 28815

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 コナミ西宮 中学（1）42 28824

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）43 28825

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）44 28826

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）45 28826

松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ本山 高校（1）46 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）47 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）48 28828

西山　　暖            ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ本山 中学（1）49 28828

30/47 ページ2016年12月17日 15:14:19



女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

平成28年度兵庫県短水路選手権水泳競技大会

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（2）50 28828

和田安津美            ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ                ＪＳＳ宝塚 高校（2）51 28829

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）52 28829

白井　璃緒            ｼﾗｲ ﾘｵ                  ＪＳＳ宝塚 高校（2）53 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）54 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（3）55 28831

中村　睦実            ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ                御影ＳＳ 中学（2）56 28833

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ 小学（6）57 28840

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 ＮＳＩ 中学（1）58 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ 中学（1）59 28840

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 中学（1）60 28848

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳ尼宝 中学（2）61 28849

清水　結唯            ｼﾐｽﾞ ﾕｲ                 コナミ三田 中学（2）62 28860

結城　千晴            ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ                 コナミ三田 高校（3）63 28860

松原　優衣            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ                コナミ三田 中学（2）64 28860

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ                 ＪＳＳ大久保 中学（1）65 28869

西村　麻亜            ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ                ＪＳＳ大久保 高校（1）66 28869

佐々木香暖            ｻｻｷ ｶﾉﾝ                 イトマン三田 高校（2）67 28874

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）68 28880

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）69 28895

井上　真帆            ｲﾉｳｴ ﾏﾎ                 ＰＳＫ 中学（2）70 28900

山本　紗希            ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ                 関西学院大学 大学（2）71 50006

牛塚　瑞紀            ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ               近畿大学 大学（1）72 50010

渡辺　唯華            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲｶ               桃山学院大学 大学（1）73 50014

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 関西大学 大学（1）74 50023

杉田　恵美            ｽｷﾞﾀ ｴﾐ                 関西大学 大学（3）75 50023

福田　　瞳            ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ                神戸高専 大 大学（1）76 50090
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別所　風帆            ﾍﾞｯｼｮ ｶﾎ                関大一高校 高校（2）1 27025

堀江　彩貴            ﾎﾘｴ ｻｷ                  大阪成蹊女高 高校（2）2 27043

米田　　聖            ﾖﾈﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ               桃山学院高校 高校（2）3 27088

前河原美咲            ﾏｴｶﾞﾜﾗ ﾐｻｷ              太成学院大高 高校（2）4 27100

城間　小桃            ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ                 太成学院大高 高校（3）5 27100

白瀧和霞葉            ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ               イ ト マ ン 中学（2）6 27212

宮田　麻緒            ﾐﾔﾀ ﾏｵ                  イ ト マ ン 中学（1）7 27212

高木　帆風            ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ                イトマン堺 高校（3）8 27297

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）9 28385

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）10 28507

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）11 28507

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）12 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）13 28507

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）14 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）15 28507

玉田　華菜            ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ                 関西学院高等 高校（2）16 28603

森本　圭子            ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｺ                関西学院高等 高校（2）17 28603

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                須磨学園高校 高校（1）18 28615

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 須磨学園高校 高校（1）19 28615

廣葉　萌佳            ﾋﾛﾊ ﾓｴｶ                 須磨学園高校 高校（2）20 28615

岩田　旭代            ｲﾜﾀ ｱｷﾖ                 須磨学園高校 高校（3）21 28615

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 須磨学園高校 高校（1）22 28615

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）23 28801

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 高校（1）24 28801

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）25 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（2）26 28805

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（3）27 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 中学（2）28 28805

山本　英穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                イトマン神戸 中学（1）29 28815

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 イトマン神戸 中学（2）30 28815

広瀬　優香            ﾋﾛｾ ﾕｳｶ                 イトマン神戸 中学（2）31 28815

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（1）32 28824

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 高校（1）33 28824

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮 大学（1）34 28824

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ明石 中学（3）35 28825

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩ本山 中学（2）36 28828

西山　　暖            ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ本山 中学（1）37 28828

清水　　葵            ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ                ＮＳＩ本山 中学（1）38 28828

和田安津美            ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ                ＪＳＳ宝塚 高校（2）39 28829

中村　睦実            ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ                御影ＳＳ 中学（2）40 28833

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 ＮＳＩ 中学（1）41 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ 小学（6）42 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ 中学（1）43 28840

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 中学（1）44 28848

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（2）45 28848

宮城　　澪            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ                 ＪＳＳ尼宝 高校（2）46 28849

清水　結唯            ｼﾐｽﾞ ﾕｲ                 コナミ三田 中学（2）47 28860

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 中学（2）48 28860

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ                 ＪＳＳ大久保 中学（1）49 28869
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井上　真帆            ｲﾉｳｴ ﾏﾎ                 ＰＳＫ 中学（2）50 28900

竹澤　美咲            ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ               大阪教育大学 大学（3）51 50002

長井もも香            ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ                関西学院大学 大学（3）52 50006

中川　麻子            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ                関西大学 大学（1）53 50023

阿比留朋香            ｱﾋﾞﾙ ﾄﾓｶ                関西大学 大学（1）54 50023
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大田　杏奈            ｵｵﾀ ｱﾝﾅ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

米田　　聖            ﾖﾈﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ               桃山学院高校 高校（2）2 27088

野村　　舞            ﾉﾑﾗ ﾏｲ                  太成学院大高 高校（2）3 27100

白瀧和霞葉            ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ               イ ト マ ン 中学（2）4 27212

入澤　　愛            ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ                 イ ト マ ン 高校（2）5 27212

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（2）6 28309

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）7 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）8 28507

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）9 28507

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）10 28507

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）11 28507

岩田　旭代            ｲﾜﾀ ｱｷﾖ                 須磨学園高校 高校（3）12 28615

廣葉　萌佳            ﾋﾛﾊ ﾓｴｶ                 須磨学園高校 高校（2）13 28615

前田　美玖            ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ                 須磨学園高校 高校（1）14 28615

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）15 28801

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（2）16 28801

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 ＴＸ甲南山手 中学（1）17 28813

山本　英穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                イトマン神戸 中学（1）18 28815

竹内　美希            ﾀｹｳﾁ ﾐｷ                 イトマン神戸 高校（1）19 28815

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮 大学（1）20 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（1）21 28824

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 高校（1）22 28824

高橋　紅葉            ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ                ＮＳＩパール 小学（6）23 28826

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）24 28826

石田　絢子            ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ                ＮＳＩ本山 高校（1）25 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩ本山 中学（2）26 28828

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（2）27 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（3）28 28831

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ 小学（6）29 28840

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（2）30 28848

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳ尼宝 中学（2）31 28849

宮城　　澪            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ                 ＪＳＳ尼宝 高校（2）32 28849

清水　結唯            ｼﾐｽﾞ ﾕｲ                 コナミ三田 中学（2）33 28860

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 中学（2）34 28860

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 中学（1）35 28860

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ                 ＪＳＳ大久保 中学（1）36 28869

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）37 28895

竹澤　美咲            ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ               大阪教育大学 大学（3）38 50002

北田　　優            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ                 近畿大学 大学（1）39 50010
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濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（2）1 28309

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）2 28507

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）3 28507

廣葉　萌佳            ﾋﾛﾊ ﾓｴｶ                 須磨学園高校 高校（2）4 28615

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 ＴＸ甲南山手 中学（1）5 28813

竹内　美希            ﾀｹｳﾁ ﾐｷ                 イトマン神戸 高校（1）6 28815

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  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 高校（1）8 28824

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 コナミ西宮 大学（1）9 28824

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（3）10 28825

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）11 28826

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（2）12 28829

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（2）13 28848

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳ尼宝 中学（2）14 28849

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 中学（2）15 28860

北田　　優            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ                 近畿大学 大学（1）16 50010

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 関西大学 大学（1）17 50023
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東川茉梨亜            ﾄｶﾞﾜ ﾏﾘｱ                太成学院大高 高校（2）1 27100

川那部希美            ｶﾜﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ              府立堺西高校 高校（2）2 27198

若宮由莉奈            ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ                イ ト マ ン 小学（5）3 27212

森　　美月            ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ                 イトマン堺 中学（1）4 27297

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 明石清水高校 高校（1）5 28385

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）6 28507

岡　真衣香            ｵｶ ﾏｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）7 28615

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                須磨学園高校 高校（1）8 28615

城生　響子            ｼﾛｵ ｷｮｳｺ                塚口ＳＳ 高校（3）9 28805

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 小学（6）10 28815

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 イトマン神戸 中学（2）11 28815

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（6）12 28824

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（6）13 28826

北出かのん            ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ                ＮＳＩ本山 高校（1）14 28828

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（2）15 28829

中村　睦実            ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ                御影ＳＳ 中学（2）16 28833

松原　優衣            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ                コナミ三田 中学（2）17 28860

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）18 28921

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             大阪教育大学 大学（1）19 50002

見浪　早紀            ﾐﾅﾐ ｻｷ                  神戸大学 大学（1）20 50009

石塚　里沙            ｲｼﾂﾞｶ ﾘｻ                京都大学 大学（3）21 50025
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清水明日風            ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ                桃山学院高校 高校（1）1 27088

東川茉梨亜            ﾄｶﾞﾜ ﾏﾘｱ                太成学院大高 高校（2）2 27100

谷川亜華葉            ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ              イ ト マ ン 中学（1）3 27212

若宮由莉奈            ﾜｶﾐﾔ ﾕﾘﾅ                イ ト マ ン 小学（5）4 27212

森　　美月            ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ                 イトマン堺 中学（1）5 27297

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 明石清水高校 高校（1）6 28385

森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（3）7 28507

寳官　咲綺            ﾎｳｶﾞﾝ ｻｷ                須磨翔風高校 高校（1）8 28509

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（2）9 28805

城生　響子            ｼﾛｵ ｷｮｳｺ                塚口ＳＳ 高校（3）10 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（3）11 28805

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 小学（6）12 28815

山田ひかる            ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（3）13 28820

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）14 28825

北出かのん            ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ                ＮＳＩ本山 高校（1）15 28828

白井　璃緒            ｼﾗｲ ﾘｵ                  ＪＳＳ宝塚 高校（2）16 28829

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（2）17 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 高校（1）18 28831

三木　怜奈            ﾐｷ ﾚｲﾅ                  御影ＳＳ 中学（2）19 28833

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                ＮＳＩ 中学（2）20 28840

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 中学（1）21 28848

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳ尼宝 中学（3）22 28849

松原　優衣            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ                コナミ三田 中学（2）23 28860

田中　萌生            ﾀﾅｶ ﾒｲ                  イトマン西神 小学（5）24 28880

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）25 28921

見浪　早紀            ﾐﾅﾐ ｻｷ                  神戸大学 大学（1）26 50009

柳　あかね            ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ                近畿大学 大学（1）27 50010
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清水明日風            ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ                桃山学院高校 高校（1）1 27088

東川茉梨亜            ﾄｶﾞﾜ ﾏﾘｱ                太成学院大高 高校（2）2 27100

谷川亜華葉            ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ              イ ト マ ン 中学（1）3 27212

森　　美月            ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ                 イトマン堺 中学（1）4 27297

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 明石清水高校 高校（1）5 28385

森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（3）6 28507

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（3）7 28805

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（2）8 28805

山本　英穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                イトマン神戸 中学（1）9 28815

山田ひかる            ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（3）10 28820

白井　璃緒            ｼﾗｲ ﾘｵ                  ＪＳＳ宝塚 高校（2）11 28829

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（2）12 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 高校（1）13 28831

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 中学（1）14 28848

柳　あかね            ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ                近畿大学 大学（1）15 50010
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北村　明依            ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ                 大阪成蹊女高 高校（1）1 27043

山岡　　萌            ﾔﾏｵｶ ﾓｴ                 大阪成蹊女高 高校（3）2 27043

米田　桃花            ｺﾒﾀﾞ ﾓﾓｶ                桃山学院高校 高校（1）3 27088

野中　美憂            ﾉﾅｶ ﾐﾕｳ                 太成学院大高 高校（2）4 27100

椋本　沙良            ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ                 イ ト マ ン 小学（6）5 27212

津田　萌咲            ﾂﾀﾞ ﾓｴ                  イ ト マ ン 高校（1）6 27212

塚本　藍子            ﾂｶﾓﾄ ｱｲｺ                イトマン堺 中学（1）7 27297

飛田　夢子            ﾋﾀﾞ ﾕﾒｺ                 ＪＳＳエビス 高校（3）8 27377

山脇　怜奈            ﾔﾏﾜｷ ﾚﾅ                 明石清水高校 高校（1）9 28385

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）10 28507

大東　稀南            ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ              神戸高専 高 高校（2）11 28516

中村さくら            ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ                関西学院高等 高校（2）12 28603

岡井　夏凜            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（6）13 28815

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（1）14 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）15 28824

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 中学（3）16 28860

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（6）17 28874

二宮　陽凪            ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ                 イトマン西神 小学（5）18 28880

織田　　咲            ｵﾀﾞ ｻｷ                  ＰＳＫ 高校（3）19 28900

庄司　　滉            ｼｮｳｼﾞ ｺｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）20 28921
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山岡　　萌            ﾔﾏｵｶ ﾓｴ                 大阪成蹊女高 高校（3）1 27043

米田　桃花            ｺﾒﾀﾞ ﾓﾓｶ                桃山学院高校 高校（1）2 27088

野中　美憂            ﾉﾅｶ ﾐﾕｳ                 太成学院大高 高校（2）3 27100

梶田　美宇            ｶｼﾞﾀ ﾐｳ                 太成学院大高 高校（2）4 27100

椋本　沙良            ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ                 イ ト マ ン 小学（6）5 27212

塚本　藍子            ﾂｶﾓﾄ ｱｲｺ                イトマン堺 中学（1）6 27297

飛田　夢子            ﾋﾀﾞ ﾕﾒｺ                 ＪＳＳエビス 高校（3）7 27377

山脇　怜奈            ﾔﾏﾜｷ ﾚﾅ                 明石清水高校 高校（1）8 28385

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）9 28507

中村さくら            ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ                関西学院高等 高校（2）10 28603

濱上　未祐            ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ                須磨学園高校 高校（2）11 28615

西本　　怜            ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 中学（2）12 28805

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）13 28805

関戸　珠実            ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）14 28805

岡井　夏凜            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（6）15 28815

堀上　綺良            ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ                 イトマン西宮 中学（3）16 28820

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（1）17 28824

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）18 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）19 28828

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 中学（3）20 28860

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（6）21 28874

二宮　陽凪            ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ                 イトマン西神 小学（5）22 28880

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 小学（5）23 28880

山下　來花            ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ                関西学院大学 大学（3）24 50006

橋本　智美            ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ                近畿大学 大学（3）25 50010

敷地　理奈            ｼｷﾁ ﾘﾅ                  近畿大学 大学（1）26 50010

石田　万結            ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ                 近畿大学 大学（1）27 50010

西本恵里加            ﾆｼﾓﾄ ｴﾘｶ                関西大学 大学（1）28 50023
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米田　桃花            ｺﾒﾀﾞ ﾓﾓｶ                桃山学院高校 高校（1）1 27088

野中　美憂            ﾉﾅｶ ﾐﾕｳ                 太成学院大高 高校（2）2 27100

小嶋　美紅            ｺｼﾞﾏ ﾐｸ                 イ ト マ ン 高校（1）3 27212

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）4 28507

西本　　怜            ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）6 28805

関戸　珠実            ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）7 28805

岡井　夏凜            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（6）8 28815

堀上　綺良            ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ                 イトマン西宮 中学（3）9 28820

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（6）10 28874

山下　來花            ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ                関西学院大学 大学（3）11 50006

敷地　理奈            ｼｷﾁ ﾘﾅ                  近畿大学 大学（1）12 50010

橋本　智美            ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ                近畿大学 大学（3）13 50010

石田　万結            ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ                 近畿大学 大学（1）14 50010

西本恵里加            ﾆｼﾓﾄ ｴﾘｶ                関西大学 大学（1）15 50023

山本　　唯            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ                 びわこ成蹊大 大学（3）16 50093
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鶴田　初妃            ﾂﾙﾀ ﾊﾂｷ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

續　　琴音            ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ                桃山学院高校 高校（2）2 27088

今西　良子            ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ               太成学院大高 高校（1）3 27100

檜垣　彩香            ﾋｶﾞｷ ｱﾔｶ                太成学院大高 高校（2）4 27100

皆見　典加            ﾐﾅﾐ ﾉﾘｶ                 太成学院大高 高校（3）5 27100

奥山　妃奈            ｵｸﾔﾏ ﾋﾅ                 イ ト マ ン 小学（6）6 27212

小塚　美輝            ｺﾂﾞｶ ﾐｷ                 イ ト マ ン 中学（2）7 27212

木下　妃魚            ｷﾉｼﾀ ﾋｦ                 イ ト マ ン 小学（5）8 27212

津田　萌咲            ﾂﾀﾞ ﾓｴ                  イ ト マ ン 高校（1）9 27212

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）10 28385

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）11 28507

長谷川　愛            ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ                神戸高専 高 高校（1）12 28516

西　　藍霞            ﾆｼ ｱｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）13 28615

森　　里菜            ﾓﾘ ﾘﾅ                   須磨学園高校 高校（3）14 28615

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）15 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）16 28805

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（3）17 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（5）18 28805

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（5）19 28806

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 ＴＸ甲南山手 中学（1）20 28813

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 イトマン神戸 高校（3）21 28815

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（6）22 28815

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（6）23 28824

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）24 28829

池田明里紗            ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ                御影ＳＳ 中学（2）25 28833

三木　怜奈            ﾐｷ ﾚｲﾅ                  御影ＳＳ 中学（2）26 28833

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ＮＳＩ 中学（2）27 28840

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 中学（2）28 28860

松田　志保            ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ                 コナミ三田 一般29 28860

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（2）30 28865

山下　菜月            ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ                ＪＳＳ大久保 中学（1）31 28869

西村　麻亜            ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ                ＪＳＳ大久保 高校（1）32 28869

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 ＪＳＳ大久保 高校（1）33 28869

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）34 28895

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）35 28921
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續　　琴音            ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ                桃山学院高校 高校（2）1 27088

鶴田　初妃            ﾂﾙﾀ ﾊﾂｷ                 桃山学院高校 高校（1）2 27088

皆見　典加            ﾐﾅﾐ ﾉﾘｶ                 太成学院大高 高校（3）3 27100

檜垣　彩香            ﾋｶﾞｷ ｱﾔｶ                太成学院大高 高校（2）4 27100

今西　良子            ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳｺ               太成学院大高 高校（1）5 27100

津田　萌咲            ﾂﾀﾞ ﾓｴ                  イ ト マ ン 高校（1）6 27212

奥山　妃奈            ｵｸﾔﾏ ﾋﾅ                 イ ト マ ン 小学（6）7 27212

中井　佳奈            ﾅｶｲ ｶﾅ                  イ ト マ ン 中学（2）8 27212

小塚　美輝            ｺﾂﾞｶ ﾐｷ                 イ ト マ ン 中学（2）9 27212

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）10 28385

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）11 28507

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）12 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）13 28507

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）14 28507

長谷川　愛            ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ                神戸高専 高 高校（1）15 28516

中澤　　萌            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ                須磨学園高校 高校（3）16 28615

西　　藍霞            ﾆｼ ｱｲｶ                  須磨学園高校 高校（2）17 28615

森　　里菜            ﾓﾘ ﾘﾅ                   須磨学園高校 高校（3）18 28615

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（5）19 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）20 28805

本城わかば            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ             塚口ＳＳ 高校（3）21 28805

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（5）22 28806

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 ＴＸ甲南山手 中学（1）23 28813

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（6）24 28824

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 ＮＳＩパール 高校（1）25 28826

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ＮＳＩパール 中学（1）26 28826

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）27 28829

三木　怜奈            ﾐｷ ﾚｲﾅ                  御影ＳＳ 中学（2）28 28833

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ＮＳＩ 中学（2）29 28840

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 中学（2）30 28860

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（2）31 28865

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 ＪＳＳ大久保 高校（1）32 28869

西村　麻亜            ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ                ＪＳＳ大久保 高校（1）33 28869

栗林　優子            ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ              ＪＳＳ大久保 一般34 28869

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）35 28872

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）36 28880

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               大阪教育大学 大学（1）37 50002

西原　萌笑            ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ                 神戸大学 大学（2）38 50009

城井　麻希            ｼﾛｲ ﾏｷ                  近畿大学 大学（1）39 50010

有田　千恵            ｱﾘﾀ ﾁｴ                  関西大学 大学（1）40 50023

今浦　知美            ｲﾏｳﾗ ﾄﾓﾐ                関西大学 大学（3）41 50023

舩越　香帆            ﾌﾅｺｼ ｶﾎ                 岡山大学 大学（3）42 51007
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續　　琴音            ﾂﾂﾞｷ ｺﾄﾈ                桃山学院高校 高校（2）1 27088

皆見　典加            ﾐﾅﾐ ﾉﾘｶ                 太成学院大高 高校（3）2 27100

生田　朱音            ｲｸﾀ ｱｶﾈ                 イ ト マ ン 中学（3）3 27212

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）4 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）5 28507

森　　里菜            ﾓﾘ ﾘﾅ                   須磨学園高校 高校（3）6 28615

本城わかば            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ             塚口ＳＳ 高校（3）7 28805

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 ＴＸ甲南山手 中学（1）8 28813

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ＮＳＩパール 中学（1）9 28826

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 ＮＳＩパール 高校（1）10 28826

具志明日香            ｸﾞｼ ｱｽｶ                 ＪＳＳ宝塚 高校（2）11 28829

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ＮＳＩ 中学（2）12 28840

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 中学（1）13 28848

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 ＪＳＳ大久保 高校（1）14 28869

栗林　優子            ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ              ＪＳＳ大久保 一般15 28869

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               大阪教育大学 大学（1）16 50002

西原　萌笑            ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ                 神戸大学 大学（2）17 50009

城井　麻希            ｼﾛｲ ﾏｷ                  近畿大学 大学（1）18 50010

小野寺未来            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ                近畿大学 大学（2）19 50010

今浦　知美            ｲﾏｳﾗ ﾄﾓﾐ                関西大学 大学（3）20 50023
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鵜飼　雪菜            ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ                太成学院大高 高校（3）1 27100

檜垣　彩香            ﾋｶﾞｷ ｱﾔｶ                太成学院大高 高校（2）2 27100

吉武　萌奈            ﾖｼﾀｹ ﾓﾅ                 太成学院大高 高校（2）3 27100

長澤　未波            ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ               太成学院大高 高校（2）4 27100

寳官　咲綺            ﾎｳｶﾞﾝ ｻｷ                須磨翔風高校 高校（1）5 28509

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）6 28805

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）7 28895

簑田　佳奈            ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ                 近畿大学 大学（2）8 50010

小畑みさと            ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ                京都大学 大学（1）9 50025
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大田　杏奈            ｵｵﾀ ｱﾝﾅ                 桃山学院高校 高校（1）1 27088

清水明日風            ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ                桃山学院高校 高校（1）2 27088

米田　　聖            ﾖﾈﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ               桃山学院高校 高校（2）3 27088

長澤　未波            ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ               太成学院大高 高校（2）4 27100

吉武　萌奈            ﾖｼﾀｹ ﾓﾅ                 太成学院大高 高校（2）5 27100

梶田　美宇            ｶｼﾞﾀ ﾐｳ                 太成学院大高 高校（2）6 27100

宮田　麻緒            ﾐﾔﾀ ﾏｵ                  イ ト マ ン 中学（1）7 27212

小嶋　美紅            ｺｼﾞﾏ ﾐｸ                 イ ト マ ン 高校（1）8 27212

奥埜　咲楽            ｵｸﾉ ｻｸﾗ                 イ ト マ ン 高校（2）9 27212

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               県立農業高校 高校（2）10 28397

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）11 28507

中澤　　萌            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ                須磨学園高校 高校（3）12 28615

濱上　未祐            ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ                須磨学園高校 高校（2）13 28615

谷向　花梨            ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ                イトマン川西 高校（2）14 28801

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（2）15 28801

高尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 市川洗心館 中学（2）16 28806

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 小学（6）17 28815

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（6）18 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）19 28824

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ明石 中学（3）20 28825

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）21 28828

石田　絢子            ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ                ＮＳＩ本山 高校（1）22 28828

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）23 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）24 28829

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）25 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 高校（1）26 28831

栁　　菜緒            ﾔﾅｷﾞ ﾅｵ                 ＮＳＩ 高校（3）27 28840

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 中学（3）28 28860

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 中学（2）29 28860

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 中学（1）30 28860

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）31 28872

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 小学（5）32 28880

井上　真帆            ｲﾉｳｴ ﾏﾎ                 ＰＳＫ 中学（2）33 28900

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）34 28921

竹澤　美咲            ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ               大阪教育大学 大学（3）35 50002

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               大阪教育大学 大学（1）36 50002

楢﨑　瑠美            ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ                 近畿大学 大学（2）37 50010

中川　麻子            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ                関西大学 大学（1）38 50023

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 関西大学 大学（1）39 50023

山本　　唯            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ                 びわこ成蹊大 大学（3）40 50093

舩越　香帆            ﾌﾅｺｼ ｶﾎ                 岡山大学 大学（3）41 51007
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武田亜璃沙            ﾀｹﾀﾞ ｱﾘｻ                大阪成蹊女高 高校（2）1 27043

大田　杏奈            ｵｵﾀ ｱﾝﾅ                 桃山学院高校 高校（1）2 27088

鵜飼　雪菜            ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ                太成学院大高 高校（3）3 27100

梶田　美宇            ｶｼﾞﾀ ﾐｳ                 太成学院大高 高校（2）4 27100

吉武　萌奈            ﾖｼﾀｹ ﾓﾅ                 太成学院大高 高校（2）5 27100

長澤　未波            ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ               太成学院大高 高校（2）6 27100

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）7 28507

中澤　　萌            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ                須磨学園高校 高校（3）8 28615

濱上　未祐            ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ                須磨学園高校 高校（2）9 28615

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）10 28829

栁　　菜緒            ﾔﾅｷﾞ ﾅｵ                 ＮＳＩ 高校（3）11 28840

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）12 28872

簑田　佳奈            ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ                 近畿大学 大学（2）13 50010

中川　麻子            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ                関西大学 大学（1）14 50023

齋藤　未来            ｻｲﾄｳ ﾐｸ                 関西大学 大学（1）15 50023

舩越　香帆            ﾌﾅｺｼ ｶﾎ                 岡山大学 大学（3）16 51007
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