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細江亮太郎            ﾎｿｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ              府立住吉高校 高校（2）1 27040

萩原　佑太            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ               府立住吉高校 高校（2）2 27040

坂東　達也            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ              あいわＳＣ 小学（6）3 27226

重冨　裕太            ｼｹﾞﾄﾐ ﾕｳﾀ               スペックＳＣ 高校（2）4 27300

大橋　昂生            ｵｵﾊｼ ｺｳｷ                スペックＳＣ 小学（6）5 27300

時田　翔太            ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾀ               スペックＳＣ 小学（5）6 27300

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               スペックＳＣ 中学（3）7 27300

若林　叡司            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ             スペックＳＣ 中学（1）8 27300

戸田凜太朗            ﾄﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ               スペックＳＣ 小学（4）9 27300

渕崎　吏功            ﾌﾁｻﾞｷ ﾘｸ                スペックＳＣ 中学（1）10 27300

藤田　一誠            ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ               NSI Taiken 中学（1）11 27400

清水　優友            ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 小学（6）12 27400

清水　啓太            ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ                NSI Taiken 小学（3）13 27400

小又　涼人            ｺﾏﾀ ﾘｮｳﾄ                NSI Taiken 小学（5）14 27400

池田　篤朗            ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾛｳ               NSI Taiken 小学（5）15 27400

為房　利空            ﾀﾒﾌｻ ﾘｸ                 NSI Taiken 小学（6）16 27400

森脇　翔音            ﾓﾘﾜｷ ｼｵﾝ                NSI Taiken 小学（6）17 27400

小林　雅弥            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ               NSI Taiken 中学（1）18 27400

石塚　　温            ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ               NSI Taiken 中学（1）19 27400

南條　雄飛            ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ              NSI Taiken 中学（1）20 27400

岡島　立修            ｵｶｼﾞﾏ ﾘｯｼｭｳ             NSI Taiken 小学（4）21 27400

水田　怜佑            ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              大久保中学 中学（3）22 28086

橋本　総太            ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ                大久保中学 中学（3）23 28086

生亀由起彦            ｲｷｶﾞﾒ ﾕｷﾋｺ              魚住中学 中学（2）24 28241

吉野　孝駿            ﾖｼﾉ ﾀｶﾄｼ                魚住中学 中学（3）25 28241

平野健太郎            ﾋﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ               伊丹西高校 高校（3）26 28307

松原　駿斗            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ               伊丹西高校 高校（3）27 28307

村上　優樹            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                伊丹西高校 高校（3）28 28307

塚本　康介            ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ               県立赤穂高校 高校（1）29 28308

黒田　淳陽            ｸﾛﾀﾞ ﾄｼﾔ                県立赤穂高校 高校（3）30 28308

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

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）32 28309

髙橋　和也            ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ               県立御影高校 高校（3）33 28310

大迫　聖琉            ｵｵｻｺ ｾｲﾘｭｳ              県立長田高校 高校（3）34 28332

中尾　優太            ﾅｶｵ ﾕｳﾀ                 県立長田高校 高校（2）35 28332

荒木　悠介            ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ                県立長田高校 高校（3）36 28332

岸本陵太郎            ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ             県立長田高校 高校（2）37 28332

小池　智裕            ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ                県立長田高校 高校（3）38 28332

吉岡　勇人            ﾖｼｵｶ ﾕｳﾄ                神戸甲北高校 高校（3）39 28340

橋本　周坪            ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ              神戸鈴蘭台高 高校（2）40 28342

水野　喜秋            ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ               神戸鈴蘭台高 高校（2）41 28342

中西　大輔            ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ              神戸鈴蘭台高 高校（2）42 28342

中野　泰宏            ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ                神戸鈴蘭台高 高校（3）43 28342

菊地　祐亮            ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ                神戸鈴蘭台高 高校（1）44 28342

岡崎　　光            ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ               兵庫工業高校 高校（3）45 28347

木村　大翔            ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ                 兵庫工業高校 高校（3）46 28347

吉田　恭平            ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ              兵庫工業高校 高校（2）47 28347

木村　柊斗            ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ                兵庫工業高校 高校（2）48 28347

川木　颯太            ｶﾜｷ ｿｳﾀ                 兵庫工業高校 高校（2）49 28347
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神谷　新大            ｶﾐﾀﾆ ｱﾗﾀ                兵庫工業高校 高校（2）50 28347

芝山　優真            ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳﾏ               兵庫工業高校 高校（1）51 28347

氏田　　颯            ｳｼﾞﾀ ﾊﾔﾃ                兵庫工業高校 高校（1）52 28347

河田　蒼生            ｶﾜﾀ ｱｵｲ                 兵庫工業高校 高校（2）53 28347

牧野　悠介            ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ                兵庫工業高校 高校（3）54 28347

久保　智哉            ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ                 県立星陵高校 高校（3）55 28365

松原　快克            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶﾂ              県立星陵高校 高校（1）56 28365

小原　岳人            ｵﾊﾗ ﾀｹﾄ                 県立星陵高校 高校（1）57 28365

丸山　達也            ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ                県立星陵高校 高校（1）58 28365

中村　光晴            ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾊﾙ               県立星陵高校 高校（2）59 28365

神戸　　輝            ｶﾝﾍﾞ ﾋｶﾙ                県立星陵高校 高校（2）60 28365

芝本　夕海            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ               県立舞子高校 高校（2）61 28367

若松龍之介            ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ             県立舞子高校 高校（2）62 28367

石井　佳月            ｲｼｲ ｶﾂｷ                 県立舞子高校 高校（1）63 28367

宮川真乃介            ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ             須磨友が丘高 高校（2）64 28370

川畑　総志            ｶﾜﾊﾞﾀ ｿｳｼ               須磨友が丘高 高校（3）65 28370

平松　佳祐            ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｽｹ               須磨友が丘高 高校（3）66 28370

山下　　舜            ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝ                須磨友が丘高 高校（3）67 28370

三村　義貴            ﾐﾑﾗ ﾖｼﾀｶ                西脇工業高校 高校（3）68 28380

石井　里空            ｲｼｲ ﾘｸ                  西脇工業高校 高校（3）69 28380

見坂　直樹            ｹﾝｻﾞｶ ﾅｵｷ               西脇工業高校 高校（3）70 28380

土肥　燦太            ﾄﾞﾋ ｻﾝﾀ                 西脇工業高校 高校（3）71 28380

市位　知也            ｲﾁｲ ﾄﾓﾔ                 西脇工業高校 高校（3）72 28380

畑間　大智            ﾊﾀﾏ ﾀﾞｲﾁ                尼崎小田高校 高校（1）73 28382

神吉　晶平            ｶﾝｷ ｼｮｳﾍｲ               尼崎小田高校 高校（3）74 28382

藤本　蒼史            ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｵｼ               尼崎小田高校 高校（3）75 28382

金森　大和            ｶﾅﾓﾘ ﾔﾏﾄ                尼崎小田高校 高校（3）76 28382

古林　侑磨            ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ              尼崎小田高校 高校（3）77 28382

米田　修平            ﾖﾈﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ              尼崎小田高校 高校（2）78 28382

谷　　浩輔            ﾀﾆ ｺｳｽｹ                 尼崎小田高校 高校（1）79 28382

櫛野　郁也            ｸｼﾉ ﾌﾐﾔ                 明石清水高校 高校（3）80 28385

泉　　綾人            ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ                明石清水高校 高校（3）81 28385

井上　　優            ｲﾉｳｴ ﾕｳ                 明石清水高校 高校（3）82 28385

山田　大貴            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ                明石清水高校 高校（3）83 28385

岡　　勇希            ｵｶ ﾕｳｷ                  明石清水高校 高校（2）84 28385

馬渕　悠斗            ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ                明石清水高校 高校（2）85 28385

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）86 28385

大塚　勇輝            ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ                明石城西高校 高校（3）87 28396

田中　佑樹            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                 明石城西高校 高校（1）88 28396

金子　裕貴            ｶﾈｺ ﾋﾛｷ                 明石城西高校 高校（2）89 28396

増田　啓吾            ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ               明石城西高校 高校（2）90 28396

坂井　孝希            ｻｶｲ ｺｳｷ                 明石城西高校 高校（2）91 28396

大畑　　陸            ｵｵﾊﾀ ﾘｸ                 明石城西高校 高校（3）92 28396

古林　澪旺            ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ                明石城西高校 高校（2）93 28396

三宅　俊明            ﾐﾔｹ ﾄｼｱｷ                西脇高校 高校（3）94 28398

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）95 28507

有留　愛樹            ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ             市立尼崎高校 高校（3）96 28507

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）97 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）98 28507
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豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）99 28507

金本　誉己            ｶﾈﾓﾄ ﾀｶｷ                六甲アイ高校 高校（3）100 28508

松下　英樹            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ               六甲アイ高校 高校（3）101 28508

松﨑　　青            ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｷ               六甲アイ高校 高校（3）102 28508

宗　　太一            ﾑﾈ ﾀｲﾁ                  六甲アイ高校 高校（2）103 28508

埴岡　大輝            ﾊﾆｵｶ ﾀﾞｲｷ               須磨翔風高校 高校（3）104 28509

井上　裕斗            ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                須磨翔風高校 高校（3）105 28509

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（2）106 28602

岡田カイト            ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ                三田松聖高校 高校（1）107 28606

赤井　祐紀            ｱｶｲ ﾕｳｷ                 三田松聖高校 高校（2）108 28606

酒谷　直斗            ｻｶﾀﾆ ﾅｵﾄ                三田松聖高校 高校（2）109 28606

倉本　竜雅            ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ              三田松聖高校 高校（1）110 28606

畠中　　郷            ﾊﾀｹﾅｶ ｺﾞｳ               三田松聖高校 高校（1）111 28606

河村　流生            ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｷ               三田松聖高校 高校（1）112 28606

茶本　航平            ﾁｬﾓﾄ ｺｳﾍｲ               三田松聖高校 高校（3）113 28606

米原　頼胤            ﾖﾈﾊﾗ ﾖﾘﾀﾈ               雲雀丘学園高 高校（3）114 28631

多々良　颯            ﾀﾀﾗ ｿｳ                  雲雀丘学園高 高校（1）115 28631

川阪　翔大            ｶﾜｻｶ ｼｮｳﾀ               雲雀丘学園高 高校（1）116 28631

奥田　達也            ｵｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ                雲雀丘学園高 高校（1）117 28631

伊藤虹太朗            ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン川西 小学（4）118 28801

佐藤　英次            ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                イトマン川西 小学（6）119 28801

南殿　康喜            ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ               イトマン川西 小学（4）120 28801

野々村恭乙            ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷﾄ                イトマン川西 小学（4）121 28801

大山　起瑠            ｵｵﾔﾏ ｷﾘｭｳ               イトマン川西 小学（5）122 28801

稲津　楢大            ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              イトマン川西 小学（5）123 28801

山田　欽太            ﾔﾏﾀﾞ ｷﾝﾀ                イトマン川西 中学（3）124 28801

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（2）125 28801

吉田　光佑            ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（1）126 28805

松本　大典            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ              塚口ＳＳ 小学（6）127 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 小学（4）128 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）129 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 小学（5）130 28805

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（2）131 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（3）132 28805

遠藤　　侑            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ               塚口ＳＳ 小学（3）133 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（3）134 28805

橋本　崚賀            ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）135 28805

柴田　剛志            ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ                塚口ＳＳ 小学（6）136 28805

福川　大悟            ﾌｸｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ             塚口ＳＳ 小学（5）137 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）138 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 小学（6）139 28805

吉田　圭佑            ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ               塚口ＳＳ 小学（4）140 28805

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 小学（4）141 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 小学（4）142 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）143 28805

斉藤　心斗            ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ                塚口ＳＳ 小学（6）144 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（5）145 28805

吉田　匠吾            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              塚口ＳＳ 高校（3）146 28805

宮本　慶人            ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾄ                市川洗心館 小学（5）147 28806
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水谷　蒼太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               市川洗心館 小学（6）148 28806

藤原　清嵩            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖﾀｶ              市川洗心館 小学（4）149 28806

戎　　雄大            ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 高校（3）150 28810

谷口　愛侍            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲｼﾞ              ＪＳＳ三木 小学（4）151 28810

菅野　広大            ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 小学（6）152 28810

谷口　夢成            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒﾅﾘ              ＪＳＳ三木 小学（6）153 28810

安福　拓海            ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ                ＪＳＳ三木 小学（4）154 28810

佐伯　栄太            ｻｴｷ ｴｲﾀ                 ＪＳＳ三木 小学（5）155 28810

井口　翔天            ｲｸﾞﾁ ﾄｱ                 ＪＳＳ三木 小学（4）156 28810

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               ＪＳＳ三木 高校（3）157 28810

重本孝太郎            ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ             ＪＳＳ三木 中学（2）158 28810

相原　光輔            ｱｲﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ              ＪＳＳ三木 中学（2）159 28810

田中　洋助            ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ                ＪＳＳ三木 中学（1）160 28810

野　　龍矢            ﾉ ﾘｭｳﾔ                  ＪＳＳ三木 中学（1）161 28810

森本　凱翔            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾄ                ＪＳＳ三木 小学（4）162 28810

柏原　　煌            ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ                ＮＳＩ清和台 高校（3）163 28812

結城　陽介            ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ                ＮＳＩ清和台 中学（2）164 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）165 28812

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）166 28812

信田　涼介            ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              コナミ東加古 高校（1）167 28814

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（4）168 28814

深山　梛朗            ﾐﾔﾏ ﾅｵ                  コナミ東加古 小学（4）169 28814

小枝　遼平            ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              コナミ東加古 小学（3）170 28814

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（4）171 28814

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              コナミ東加古 小学（5）172 28814

横治　健吾            ﾖｺｼﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ東加古 小学（6）173 28814

鈴木　　逞            ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ                コナミ東加古 小学（3）174 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（4）175 28814

吉田　侑叶            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ                コナミ東加古 小学（4）176 28814

細畠　周汰            ﾎｿﾊﾀ ｼｭｳﾀ               コナミ東加古 中学（3）177 28814

川崎　充哉            ｶﾜｻｷ ｱﾂﾔ                イトマン神戸 中学（2）178 28815

濵口　　陽            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙ                イトマン神戸 中学（2）179 28815

田邉　大地            ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン神戸 高校（3）180 28815

吉村　匠世            ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ                イトマン神戸 中学（3）181 28815

山内　呂時            ﾔﾏｳﾁ ﾛｼﾞ                イトマン神戸 小学（5）182 28815

岩月　優吾            ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ               イトマン神戸 小学（3）183 28815

北　　遼音            ｷﾀ ﾊﾙﾄ                  イトマン神戸 小学（3）184 28815

吉野　倖平            ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ                イトマン神戸 小学（5）185 28815

鈴木　優真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                ＮＳＩ西紀 小学（6）186 28817

竹内　寛太            ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ                ＮＳＩ西紀 高校（1）187 28817

石橋　悠斗            ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ西紀 中学（2）188 28817

赤井　智紀            ｱｶｲ ﾄﾓｷ                 ＮＳＩ西紀 中学（2）189 28817

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 中学（3）190 28817

山下　翔太            ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ西紀 小学（6）191 28817

井貝　比翼            ｲｶｲ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ西紀 小学（5）192 28817

中山　智貴            ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ               ＮＳＩ西紀 中学（2）193 28817

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＴＸ明石 小学（3）194 28819

近藤　巧斗            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ               ＴＸ明石 中学（1）195 28819

廣瀬　友海            ﾋﾛｾ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（6）196 28820
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原　　直樹            ﾊﾗ ﾅｵｷ                  イトマン西宮 小学（3）197 28820

重見　拓丈            ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ               イトマン西宮 小学（6）198 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 中学（1）199 28820

大西　貫太            ｵｵﾆｼ ｶﾝﾀ                イトマン西宮 小学（6）200 28820

近藤　璃空            ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ                イトマン西宮 小学（5）201 28820

前崎　優斗            ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ                イトマン西宮 小学（3）202 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 小学（5）203 28820

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（2）204 28820

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（2）205 28820

吉田　伊織            ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ                イトマン西宮 小学（6）206 28820

田島　壱成            ﾀｼﾞﾏ ｲｯｾｲ               イトマン西宮 小学（5）207 28820

青木　倫大            ｱｵｷ ﾄﾓﾋﾛ                イトマン西宮 小学（4）208 28820

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              イトマン西宮 小学（3）209 28820

プライス玲王          ﾌﾟﾗｲｽ ﾘｵ                イトマン西宮 小学（3）210 28820

近藤　雄大            ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ             イトマン西宮 小学（6）211 28820

加野　翔大            ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ               姫路スポーツ 中学（2）212 28822

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 小学（5）213 28822

板橋　飛翔            ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ                姫路スポーツ 小学（4）214 28822

藤尾　優輝            ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ                姫路スポーツ 小学（4）215 28822

中浦　光紀            ﾅｶｳﾗ ﾐﾂｷ                姫路スポーツ 小学（5）216 28822

藤田康太郎            ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路スポーツ 小学（5）217 28822

山中　裕介            ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ               姫路スポーツ 小学（5）218 28822

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（4）219 28822

藤尾　和輝            ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（4）220 28822

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（4）221 28822

古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 小学（6）222 28824

山下　諒馬            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ               コナミ西宮 小学（6）223 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（6）224 28824

河口　和樹            ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ              コナミ西宮 中学（1）225 28824

古里匡志朗            ﾌﾙｻﾄ ｷｮｳｼﾛｳ             コナミ西宮 高校（2）226 28824

鯛谷　修平            ﾀｲﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ              コナミ西宮 小学（6）227 28824

上田遼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             コナミ西宮 中学（2）228 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 小学（5）229 28824

浦松　陽向            ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ                コナミ西宮 小学（4）230 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（3）231 28824

勝部　太陽            ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ               コナミ西宮 小学（5）232 28824

山北　陽生            ﾔﾏｷﾀ ﾊﾙｷ                コナミ西宮 小学（5）233 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 小学（5）234 28824

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 小学（6）235 28825

平崎　翔太            ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ               コナミ明石 中学（3）236 28825

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                コナミ明石 中学（2）237 28825

西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（3）238 28825

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 小学（6）239 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）240 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（4）241 28825

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（4）242 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（4）243 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（4）244 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（4）245 28825
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廣澤　将真            ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ               コナミ明石 小学（5）246 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（5）247 28825

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）248 28826

黒川　滉太            ｸﾛｶﾜ ｺｳﾀ                ＮＳＩ本山 高校（1）249 28828

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）250 28828

安田　　櫂            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）251 28828

山本　幸輝            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ                ＮＳＩ本山 中学（1）252 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                ＮＳＩ本山 大学（1）253 28828

馬久地　匠            ﾒｸﾁ ﾀｸﾐ                 ＮＳＩ本山 小学（6）254 28828

田中真之介            ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ               ＮＳＩ本山 小学（6）255 28828

松井　榛大            ﾏﾂｲ ﾊﾙﾏｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）256 28828

湯浅　　隼            ﾕｱｻ ｼｭﾝ                 ＮＳＩ本山 高校（3）257 28828

田中　駿治            ﾀﾅｶ ｼｭﾝｼﾞ               ＮＳＩ本山 高校（1）258 28828

山本　大智            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               ＮＳＩ本山 小学（4）259 28828

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 ＮＳＩ本山 高校（1）260 28828

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）261 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）262 28829

赤阪　侑真            ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）263 28829

吉田　亮世            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 中学（3）264 28829

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）265 28829

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）266 28829

村木　　力            ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）267 28829

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）268 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）269 28831

前田　涼太            ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 小学（6）270 28831

瀬戸口孔晴            ｾﾄｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              ＫＴＶ垂水 小学（6）271 28831

德　壮一郎            ﾄｸ ｿｳｲﾁﾛｳ               ＫＴＶ垂水 中学（1）272 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（3）273 28831

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）274 28831

小林　修也            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ              ＫＴＶ垂水 中学（1）275 28831

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 小学（5）276 28831

松崎　悠佑            ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ              ＫＴＶ垂水 中学（1）277 28831

東　　桜雅            ｱｽﾞﾏ ｵｳｶﾞ               ＫＴＶ垂水 中学（3）278 28831

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（2）279 28838

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）280 28838

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               姫路ＳＳ 中学（1）281 28838

村上新之介            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ              姫路ＳＳ 中学（2）282 28838

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 小学（4）283 28838

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（4）284 28838

小林　洪祐            ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ              姫路ＳＳ 小学（4）285 28838

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）286 28838

佐藤　大空            ｻﾄｳ ｿﾗ                  姫路ＳＳ 小学（5）287 28838

大西　　徹            ｵｵﾆｼ ﾄｵﾙ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）288 28840

長堂　光汰            ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ              Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）289 28840

辻阪　昭弘            ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ              Ｎ Ｓ Ｉ 小学（5）290 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）291 28840

柳内雄一郎            ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ           Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）292 28840

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）293 28840

松原　維敬            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ             西脇天神池 小学（4）294 28845
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福田　光希            ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ                ＳＵＮ姫路 中学（1）295 28848

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）296 28849

田部　想太            ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ                ＪＳＳニホー 小学（6）297 28849

石谷　一貴            ｲｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ               ＪＳＳニホー 中学（3）298 28849

天野　透吾            ｱﾏﾉ ﾄｳｺﾞ                ＪＳＳニホー 高校（3）299 28849

尾友　　柊            ｵﾄﾓ ｼｭｳ                 ＪＳＳニホー 中学（3）300 28849

連田承太郎            ﾚﾝﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             ＪＳＳニホー 小学（5）301 28849

川﨑　拓人            ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）302 28849

鳥飼　大流            ﾄﾘｶｲ ﾊﾙ                 ＪＳＳニホー 小学（5）303 28849

岡﨑　一悟            ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ              ＪＳＳニホー 小学（3）304 28849

連田　颯真            ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ                 ＪＳＳニホー 小学（3）305 28849

徳原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳニホー 小学（5）306 28849

平松　一真            ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ               伊丹有岡ＳＳ 中学（1）307 28855

芝　　玄守            ｼﾊﾞ ｸﾛｽ                 神鉄ＳＳ 小学（6）308 28857

尾上　充輝            ｵﾉｳｴ ﾐﾂｷ                神鉄ＳＳ 小学（6）309 28857

伊藤　寛記            ｲﾄｳ ﾋﾛｷ                 神鉄ＳＳ 中学（1）310 28857

藤井　聖矢            ﾌｼﾞｲ ｾｲﾔ                神鉄ＳＳ 中学（2）311 28857

矢野瑛太郎            ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ                神鉄ＳＳ 中学（3）312 28857

篠崎　　悠            ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ               神鉄ＳＳ 小学（3）313 28857

井上　楓代            ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ              神鉄ＳＳ 高校（3）314 28857

山﨑　開翔            ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ                神鉄ＳＳ 中学（2）315 28857

松浦　大倭            ﾏﾂｳﾗ ﾔﾏﾄ                神鉄ＳＳ 中学（1）316 28857

森田　海里            ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ                 コナミ三田 小学（4）317 28860

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（3）318 28860

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 中学（1）319 28860

越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 コナミ三田 中学（1）320 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（4）321 28860

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 中学（1）322 28860

新藤　亮太            ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ              尼崎市スポ振 小学（5）323 28865

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（2）324 28865

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 中学（3）325 28865

髙谷　大稀            ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ               尼崎市スポ振 高校（3）326 28865

桜井　研弥            ｻｸﾗｲ ｹﾝﾔ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）327 28867

井上　慈瑛            ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ               ニスポ上郡 中学（1）328 28871

都藤　陽平            ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 高校（3）329 28872

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（2）330 28873

足立　仁翔            ｱﾀﾞﾁ ｼﾞﾝﾄ               イトマン三田 中学（3）331 28874

金田　渉夢            ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン三田 小学（6）332 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 小学（4）333 28874

山岸　孝輔            ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶｽｹ              イトマン三田 中学（3）334 28874

松本　尚己            ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ                イトマン三田 小学（4）335 28874

前田　悠希            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ                イトマン三田 高校（2）336 28874

森田　泰斗            ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ                 イトマン三田 小学（6）337 28874

島崎　晃樹            ｼﾏｻｷ ｺｳｷ                ＪＳＳ姫路 小学（5）338 28875

小南　洸稀            ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ                イトマン西神 中学（1）339 28880

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                イトマン西神 中学（1）340 28880

松尾　佳祐            ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ                イトマン西神 中学（2）341 28880

多鹿　優里            ﾀｼﾞｶ ﾕｳﾘ                イトマン西神 小学（6）342 28880

福本　博史            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｼ                イトマン西神 小学（5）343 28880
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中川　楓太            ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀ               イトマン西神 小学（6）344 28880

今　　楓雅            ｲﾏ ﾌｳｶﾞ                 イトマン西神 小学（5）345 28880

有満　　誠            ｱﾘﾐﾂ ﾏｺﾄ                イトマン西神 小学（4）346 28880

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（3）347 28880

德網　大星            ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 小学（3）348 28880

津田　瑛太            ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ                 イトマン西神 小学（2）349 28880

松尾幸汰郎            ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン西神 小学（4）350 28880

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 中学（1）351 28881

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 中学（1）352 28881

瀧野　　真            ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ                 MacS武庫川 中学（1）353 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 中学（1）354 28881

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 中学（1）355 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 中学（2）356 28881

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（6）357 28881

佐野　佳輝            ｻﾉ ﾖｼｷ                  MacS武庫川 小学（6）358 28881

小坂　陽丘            ｺｻｶ ｵｳｸ                 こうでら 小学（6）359 28883

中島　寛太            ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ                こうでら 小学（4）360 28883

深澤　晃太            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ               こうでら 小学（5）361 28883

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（6）362 28883

原　　優介            ﾊﾗ ﾕｳｽｹ                 こうでら 中学（2）363 28883

草別　善應            ｸｻﾜｹ ｾﾞﾝﾉｳ              こうでら 中学（2）364 28883

岡村　賢人            ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（3）365 28888

国貞　智貴            ｸﾆｻﾀﾞ ﾄﾓｷ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（2）366 28888

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（4）367 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（5）368 28892

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（5）369 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 中学（1）370 28892

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（4）371 28895

長谷川陽大            ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ               ニスポ小野 小学（4）372 28895

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（5）373 28895

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（5）374 28895

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（5）375 28895

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（3）376 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 中学（1）377 28898

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 小学（6）378 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（3）379 28898

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（3）380 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 中学（2）381 28898

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）382 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（4）383 28898

志水　涼太            ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ               一宮ＳＳ 小学（6）384 28901

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 中学（1）385 28901

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 小学（5）386 28901

南　　勇希            ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                 一宮ＳＳ 小学（4）387 28901

中尾　允紀            ﾅｶｵ ﾐﾂｷ                 一宮ＳＳ 小学（3）388 28901

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（6）389 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（5）390 28903

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 高校（1）391 28904

鶴賀　悠太            ﾂﾙｶﾞ ﾕｳﾀ                Ａｑ相生 小学（6）392 28904
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中川　育海            ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ               Ａｑ相生 小学（5）393 28904

花岡　　諒            ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳ                赤穂ＳＳ 小学（5）394 28910

山口　康生            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              赤穂ＳＳ 小学（6）395 28910

長田　聖治            ｵｻﾀﾞ ｾｲｼﾞ               赤穂ＳＳ 小学（6）396 28910

仁尾　　凌            ﾆｵ ﾘｮｳ                  神戸北町Vivo 小学（6）397 28914

松尾悠太郎            ﾏﾂｵ ﾕｳﾀﾛｳ               ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）398 28920

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）399 28921

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）400 28921

前田　凪翔            ﾏｴﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）401 28921

堤田　竜成            ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ             ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）402 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）403 28921

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）404 28921

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）405 28921

藤原　拓人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）406 28921

西村　心結            ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）407 28921

藤波　海成            ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲｾｲ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）408 28921

宇都宮陸渡            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）409 28921

中村　駿斗            ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）410 28921

藤井　晴生            ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ                ＳＴ淡路 小学（6）411 28926

竹谷　壮太            ﾀｹﾀﾆ ｿｳﾀ                ＳＴ淡路 中学（1）412 28926

古賀　健太            ｺｶﾞ ｹﾝﾀ                 甲南大学 大学（2）413 50008

五十嵐　亨            ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ                甲南大学 大学（1）414 50008

藤本　悠介            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ              甲南大学 大学（4）415 50008

坂本　　翔            ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ                京都工繊大学 大学（4）416 50013
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萩原　佑太            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ               府立住吉高校 高校（2）1 27040

安里　拓海            ｱｻﾄ ﾀｸﾐ                 府立住吉高校 高校（1）2 27040

新　　紀之            ｼﾝ ﾉﾘﾕｷ                 府立住吉高校 高校（1）3 27040

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               スペックＳＣ 中学（3）4 27300

戸田凜太朗            ﾄﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ               スペックＳＣ 小学（4）5 27300

渕崎　吏功            ﾌﾁｻﾞｷ ﾘｸ                スペックＳＣ 中学（1）6 27300

大橋　昂生            ｵｵﾊｼ ｺｳｷ                スペックＳＣ 小学（6）7 27300

時田　翔太            ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾀ               スペックＳＣ 小学（5）8 27300

山本　勇太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                スペックＳＣ 中学（3）9 27300

小又　涼人            ｺﾏﾀ ﾘｮｳﾄ                NSI Taiken 小学（5）10 27400

丸山　碧斗            ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ                NSI Taiken 小学（6）11 27400

池田　篤朗            ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾛｳ               NSI Taiken 小学（5）12 27400

森脇　翔音            ﾓﾘﾜｷ ｼｵﾝ                NSI Taiken 小学（6）13 27400

藤田　一誠            ﾌｼﾞﾀ ｲｯｾｲ               NSI Taiken 中学（1）14 27400

伊達　一稀            ﾀﾞﾃ ｲﾂｷ                 望海中学 中学（2）15 28041

都地　悠馬            ﾄｼﾞ ﾕｳﾏ                 望海中学 中学（3）16 28041

上田　裕飛            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                望海中学 中学（3）17 28041

橋本　総太            ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ                大久保中学 中学（3）18 28086

水田　怜佑            ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              大久保中学 中学（3）19 28086

佐々木俊祐            ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ               大久保中学 中学（2）20 28086

吉野　孝駿            ﾖｼﾉ ﾀｶﾄｼ                魚住中学 中学（3）21 28241

黒田　　優            ｸﾛﾀﾞ ﾕｳ                 県立赤穂高校 高校（2）22 28308

髙瀨　賢伸            ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ                県立赤穂高校 高校（2）23 28308

澤西　大毅            ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ               姫路商業高校 高校（1）24 28309

井戸　隼人            ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ                 姫路商業高校 高校（3）25 28309

前田　樹志            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂｼ                姫路商業高校 高校（2）26 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）27 28309

黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（3）28 28309

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）29 28309

三艸　秀汰            ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）30 28309

辻　　凌雅            ﾂｼﾞ ﾘｮｳｶﾞ               県立長田高校 高校（3）31 28332

岸本陵太郎            ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ             県立長田高校 高校（2）32 28332

細野　鷹杜            ﾎｿﾉ ﾀｶﾄ                 県立長田高校 高校（2）33 28332

小池　智裕            ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ                県立長田高校 高校（3）34 28332

小林　　源            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ              県立長田高校 高校（1）35 28332

山田　直樹            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                県立長田高校 高校（3）36 28332

長代　直樹            ﾅｶﾞｼﾛ ﾅｵｷ               県立長田高校 高校（3）37 28332

荒木　悠介            ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ                県立長田高校 高校（3）38 28332

山下　智史            ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ                神戸鈴蘭台高 高校（2）39 28342

中西　大輔            ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ              神戸鈴蘭台高 高校（2）40 28342

岡崎　　光            ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ               兵庫工業高校 高校（3）41 28347

廣瀬　雄大            ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ               兵庫工業高校 高校（3）42 28347

吉田　恭平            ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ              兵庫工業高校 高校（2）43 28347

濵嵜　柾徳            ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾖｼ               兵庫工業高校 高校（2）44 28347

中田　健悟            ﾅｶﾀ ｹﾝｺﾞ                兵庫工業高校 高校（2）45 28347

田中　颯馬            ﾀﾅｶ ｿｳﾏ                 兵庫工業高校 高校（2）46 28347

木村　大翔            ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ                 兵庫工業高校 高校（3）47 28347

黒田　涼介            ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ              兵庫工業高校 高校（3）48 28347

野田　純也            ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ               須磨東高校 高校（3）49 28353
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椎平　朱羅            ｼｲﾋﾗ ｼｭﾗ                須磨東高校 高校（3）50 28353

丸山　達也            ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ                県立星陵高校 高校（1）51 28365

久保　智哉            ｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ                 県立星陵高校 高校（3）52 28365

松原　快克            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼｶﾂ              県立星陵高校 高校（1）53 28365

小原　岳人            ｵﾊﾗ ﾀｹﾄ                 県立星陵高校 高校（1）54 28365

中村　光晴            ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾊﾙ               県立星陵高校 高校（2）55 28365

芝本　夕海            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ               県立舞子高校 高校（2）56 28367

若松龍之介            ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ             県立舞子高校 高校（2）57 28367

小野寺　柾            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ               県立舞子高校 高校（1）58 28367

江島　優貴            ｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ                須磨友が丘高 高校（2）59 28370

市位　知也            ｲﾁｲ ﾄﾓﾔ                 西脇工業高校 高校（3）60 28380

三村　義貴            ﾐﾑﾗ ﾖｼﾀｶ                西脇工業高校 高校（3）61 28380

石井　里空            ｲｼｲ ﾘｸ                  西脇工業高校 高校（3）62 28380

土肥　燦太            ﾄﾞﾋ ｻﾝﾀ                 西脇工業高校 高校（3）63 28380

谷　　浩輔            ﾀﾆ ｺｳｽｹ                 尼崎小田高校 高校（1）64 28382

挽地　悠斗            ﾋｷﾁ ﾕｳﾄ                 尼崎小田高校 高校（3）65 28382

衣川　和志            ｷﾇｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ              尼崎小田高校 高校（2）66 28382

野田　海渡            ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ                 尼崎小田高校 高校（3）67 28382

鈴木　康亮            ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ               尼崎小田高校 高校（3）68 28382

畑間　大智            ﾊﾀﾏ ﾀﾞｲﾁ                尼崎小田高校 高校（1）69 28382

泉　　綾人            ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ                明石清水高校 高校（3）70 28385

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）71 28385

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）72 28385

井上　　優            ｲﾉｳｴ ﾕｳ                 明石清水高校 高校（3）73 28385

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）74 28385

馬渕　悠斗            ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ                明石清水高校 高校（2）75 28385

櫛野　郁也            ｸｼﾉ ﾌﾐﾔ                 明石清水高校 高校（3）76 28385

乾　　祐樹            ｲﾇｲ ﾕｳｷ                 明石城西高校 高校（3）77 28396

大畑　　陸            ｵｵﾊﾀ ﾘｸ                 明石城西高校 高校（3）78 28396

大塚　勇輝            ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ                明石城西高校 高校（3）79 28396

古林　澪旺            ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ                明石城西高校 高校（2）80 28396

増田　啓吾            ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ               明石城西高校 高校（2）81 28396

藤田　凌輔            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              明石城西高校 高校（1）82 28396

當麻　琉偉            ﾄｳﾏ ﾙｲ                  明石城西高校 高校（1）83 28396

小林　海斗            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ               明石城西高校 高校（2）84 28396

三田村賢太            ﾐﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ                市立葺合高校 高校（3）85 28503

吉良　優人            ｷﾗ ﾕｳﾄ                  市立葺合高校 高校（3）86 28503

森尾　誠史            ﾓﾘｵ ﾏｻﾁｶ                市立葺合高校 高校（3）87 28503

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）88 28507

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）89 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）90 28507

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）91 28507

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）92 28507

有留　愛樹            ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ             市立尼崎高校 高校（3）93 28507

金本　誉己            ｶﾈﾓﾄ ﾀｶｷ                六甲アイ高校 高校（3）94 28508

松下　英樹            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ               六甲アイ高校 高校（3）95 28508

松﨑　　青            ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙｷ               六甲アイ高校 高校（3）96 28508

吉田　航太            ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ                須磨翔風高校 高校（2）97 28509

小嶋　龍斗            ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ               須磨翔風高校 高校（2）98 28509
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庄野　勝久            ｼｮｳﾉ ｶﾂﾋｻ               須磨翔風高校 高校（1）99 28509

井上　裕斗            ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                須磨翔風高校 高校（3）100 28509

生田　敦嗣            ｲｸﾀ ｱﾂｼ                 市川高校 高校（2）101 28602

畠中　　郷            ﾊﾀｹﾅｶ ｺﾞｳ               三田松聖高校 高校（1）102 28606

赤井　祐紀            ｱｶｲ ﾕｳｷ                 三田松聖高校 高校（2）103 28606

岡田カイト            ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ                三田松聖高校 高校（1）104 28606

永野　雅貴            ﾅｶﾞﾉ ﾏｻｷ                三田学園高校 高校（3）105 28622

下川　瑛太            ｼﾓｶﾜ ｴｲﾀ                三田学園高校 高校（3）106 28622

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（2）107 28801

山田　欽太            ﾔﾏﾀﾞ ｷﾝﾀ                イトマン川西 中学（3）108 28801

佐藤　英次            ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                イトマン川西 小学（6）109 28801

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（3）110 28805

吉田　圭佑            ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ               塚口ＳＳ 小学（4）111 28805

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（2）112 28805

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 塚口ＳＳ 高校（3）113 28805

須波　佳吾            ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ                塚口ＳＳ 高校（3）114 28805

橋本　崚賀            ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）115 28805

吉田　光佑            ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（1）116 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）117 28805

吉田　匠吾            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              塚口ＳＳ 高校（3）118 28805

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）119 28805

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（2）120 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）121 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（3）122 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（3）123 28805

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                塚口ＳＳ 高校（2）124 28805

松本　大典            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ              塚口ＳＳ 小学（6）125 28805

菅野　広大            ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 小学（6）126 28810

佐伯　栄太            ｻｴｷ ｴｲﾀ                 ＪＳＳ三木 小学（5）127 28810

谷口　愛侍            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲｼﾞ              ＪＳＳ三木 小学（4）128 28810

安福　拓海            ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ                ＪＳＳ三木 小学（4）129 28810

谷口　夢成            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒﾅﾘ              ＪＳＳ三木 小学（6）130 28810

野　　龍矢            ﾉ ﾘｭｳﾔ                  ＪＳＳ三木 中学（1）131 28810

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               ＪＳＳ三木 高校（3）132 28810

横山亜久里            ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ               ＪＳＳ三木 高校（2）133 28810

養老奎二郎            ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ三木 高校（1）134 28810

結城　陽介            ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ                ＮＳＩ清和台 中学（2）135 28812

小森　海斗            ｺﾓﾘ ｶｲﾄ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）136 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）137 28812

柏原　　煌            ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ                ＮＳＩ清和台 高校（3）138 28812

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              コナミ東加古 小学（5）139 28814

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 小学（6）140 28814

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 コナミ東加古 中学（3）141 28814

細畠　周汰            ﾎｿﾊﾀ ｼｭｳﾀ               コナミ東加古 中学（3）142 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 小学（6）143 28814

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（4）144 28814

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 中学（2）145 28814

横治　健吾            ﾖｺｼﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ東加古 小学（6）146 28814

信田　涼介            ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              コナミ東加古 高校（1）147 28814
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川崎　充哉            ｶﾜｻｷ ｱﾂﾔ                イトマン神戸 中学（2）148 28815

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 中学（1）149 28815

濵口　　陽            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙ                イトマン神戸 中学（2）150 28815

吉野　倖平            ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ                イトマン神戸 小学（5）151 28815

鈴木洸之介            ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ              イトマン神戸 小学（6）152 28815

吉村　匠世            ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ                イトマン神戸 中学（3）153 28815

田邉　大地            ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン神戸 高校（3）154 28815

赤穂　泰斗            ｱｺｳ ﾋﾛﾄ                 イトマン神戸 中学（3）155 28815

二軒谷　優            ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ                ＮＳＩ西紀 高校（1）156 28817

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                ＮＳＩ西紀 中学（3）157 28817

石橋　悠斗            ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ西紀 中学（2）158 28817

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 中学（3）159 28817

中山　智貴            ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ               ＮＳＩ西紀 中学（2）160 28817

井貝　比翼            ｲｶｲ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ西紀 小学（5）161 28817

山下　翔太            ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ西紀 小学（6）162 28817

近藤　巧斗            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ               ＴＸ明石 中学（1）163 28819

大西　貫太            ｵｵﾆｼ ｶﾝﾀ                イトマン西宮 小学（6）164 28820

近藤　雄大            ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ             イトマン西宮 小学（6）165 28820

久保　賢悟            ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ                イトマン西宮 中学（1）166 28820

重見　拓丈            ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ               イトマン西宮 小学（6）167 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 中学（1）168 28820

有友　俊平            ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ             イトマン西宮 小学（5）169 28820

廣瀬　友海            ﾋﾛｾ ﾕｳ                  イトマン西宮 小学（6）170 28820

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 小学（5）171 28822

加野　翔大            ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ               姫路スポーツ 中学（2）172 28822

飯塚　海斗            ｲｲﾂﾞｶ ｶｲﾄ               姫路スポーツ 小学（6）173 28822

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（2）174 28822

中浦　光紀            ﾅｶｳﾗ ﾐﾂｷ                姫路スポーツ 小学（5）175 28822

山中　裕介            ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ               姫路スポーツ 小学（5）176 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 中学（1）177 28822

河口　和樹            ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ              コナミ西宮 中学（1）178 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（1）179 28824

古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 小学（6）180 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（6）181 28824

勝部　太陽            ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ               コナミ西宮 小学（5）182 28824

鯛谷　修平            ﾀｲﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ              コナミ西宮 小学（6）183 28824

高橋　祐貴            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                コナミ西宮 中学（1）184 28824

上田遼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             コナミ西宮 中学（2）185 28824

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（3）186 28824

山下　諒馬            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ               コナミ西宮 小学（6）187 28824

西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（3）188 28825

井上　大空            ｲﾉｳｴ ｿﾗ                 コナミ明石 中学（3）189 28825

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）190 28825

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（2）191 28825

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（3）192 28825

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                コナミ明石 中学（2）193 28825

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 中学（3）194 28825

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 小学（6）195 28825

樽屋　賢汰            ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ                 コナミ明石 中学（2）196 28825
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平崎　翔太            ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ               コナミ明石 中学（3）197 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（5）198 28825

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 小学（5）199 28825

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）200 28826

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（3）201 28826

伊藤　光汰            ｲﾄｳ ｺｳﾀ                 ＮＳＩ本山 小学（6）202 28828

馬久地　匠            ﾒｸﾁ ﾀｸﾐ                 ＮＳＩ本山 小学（6）203 28828

松井　榛大            ﾏﾂｲ ﾊﾙﾏｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）204 28828

長谷部　奏            ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ                ＮＳＩ本山 大学（1）205 28828

濱口　怜央            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ                ＮＳＩ本山 中学（3）206 28828

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）207 28828

黒川　滉太            ｸﾛｶﾜ ｺｳﾀ                ＮＳＩ本山 高校（1）208 28828

田中　駿治            ﾀﾅｶ ｼｭﾝｼﾞ               ＮＳＩ本山 高校（1）209 28828

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 ＮＳＩ本山 高校（1）210 28828

田中真之介            ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ               ＮＳＩ本山 小学（6）211 28828

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）212 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）213 28829

村木　　力            ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）214 28829

松田　悠里            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）215 28829

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）216 28829

盛屋　佑太            ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）217 28829

川瀬　正浩            ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）218 28829

吉田　亮世            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 中学（3）219 28829

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）220 28829

小林　修也            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ              ＫＴＶ垂水 中学（1）221 28831

中野　礼人            ﾅｶﾉ ｱﾔﾄ                 ＫＴＶ垂水 中学（3）222 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（3）223 28831

瀬戸口孔晴            ｾﾄｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              ＫＴＶ垂水 小学（6）224 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）225 28831

東　　桜雅            ｱｽﾞﾏ ｵｳｶﾞ               ＫＴＶ垂水 中学（3）226 28831

前田　涼太            ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 小学（6）227 28831

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）228 28831

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）229 28831

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（4）230 28838

村上健太郎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路ＳＳ 中学（3）231 28838

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（2）232 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 中学（2）233 28838

岡田　直樹            ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ                姫路ＳＳ 小学（6）234 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 中学（3）235 28838

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               姫路ＳＳ 中学（1）236 28838

藤野　聖也            ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ                姫路ＳＳ 中学（1）237 28838

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）238 28838

村上新之介            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ              姫路ＳＳ 中学（2）239 28838

大西　　徹            ｵｵﾆｼ ﾄｵﾙ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）240 28840

柳内雄一郎            ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ           Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）241 28840

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）242 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）243 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（2）244 28840

上中　幸哉            ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）245 28840
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辻阪　昭弘            ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ              Ｎ Ｓ Ｉ 小学（5）246 28840

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）247 28840

大野　寛之            ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）248 28840

長堂　光汰            ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ              Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）249 28840

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）250 28849

天野　透吾            ｱﾏﾉ ﾄｳｺﾞ                ＪＳＳニホー 高校（3）251 28849

尾友　　柊            ｵﾄﾓ ｼｭｳ                 ＪＳＳニホー 中学（3）252 28849

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               ＪＳＳニホー 中学（1）253 28849

田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）254 28849

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）255 28849

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）256 28855

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）257 28855

今仲　達貴            ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）258 28855

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）259 28855

平松　一真            ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ               伊丹有岡ＳＳ 中学（1）260 28855

井上　楓代            ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ              神鉄ＳＳ 高校（3）261 28857

峰行晃太朗            ﾐﾈﾕｷ ｺｳﾀﾛｳ              神鉄ＳＳ 中学（2）262 28857

山﨑　開翔            ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ                神鉄ＳＳ 中学（2）263 28857

矢野瑛太郎            ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ                神鉄ＳＳ 中学（3）264 28857

駒井　慶輔            ｺﾏｲ ｹｲｽｹ                神鉄ＳＳ 中学（3）265 28857

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 中学（1）266 28860

奥谷　　仁            ｵｸﾀﾆ ｼﾞﾝ                コナミ三田 中学（1）267 28860

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 中学（3）268 28865

桜井　研弥            ｻｸﾗｲ ｹﾝﾔ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）269 28867

井上　慈瑛            ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ               ニスポ上郡 中学（1）270 28871

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 ニスポ上郡 中学（1）271 28871

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）272 28872

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  ＳＵＮ網干 高校（3）273 28872

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 高校（1）274 28872

森田　泰斗            ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ                 イトマン三田 小学（6）275 28874

足立　仁翔            ｱﾀﾞﾁ ｼﾞﾝﾄ               イトマン三田 中学（3）276 28874

糊田　陸虎            ﾉﾘﾀ ﾘｸﾄ                 イトマン三田 中学（3）277 28874

今北　拓杜            ｲﾏｷﾀ ﾋﾛﾄ                イトマン三田 中学（1）278 28874

山岸　孝輔            ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶｽｹ              イトマン三田 中学（3）279 28874

前田　悠希            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ                イトマン三田 高校（2）280 28874

北野　開靖            ｷﾀﾉ ｶｲｾｲ                イトマン三田 中学（2）281 28874

志築　良宇            ｼｽﾞｷ ﾗｳ                 イトマン三田 小学（5）282 28874

室之園大和            ﾑﾛﾉｿﾉ ﾔﾏﾄ               ＪＳＳ姫路 高校（3）283 28875

小田　凌山            ｵﾀﾞ ﾘｮｳｻﾞﾝ              ＪＳＳ姫路 中学（3）284 28875

上田　蒼真            ｳｴﾀﾞ ｿｳﾏ                ＪＳＳ姫路 小学（6）285 28875

佐伯　勇輔            ｻｴｷ ﾕｳｽｹ                イトマン西神 高校（2）286 28880

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（3）287 28880

小南　洸稀            ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ                イトマン西神 中学（1）288 28880

今　　楓雅            ｲﾏ ﾌｳｶﾞ                 イトマン西神 小学（5）289 28880

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 中学（1）290 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 中学（2）291 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 中学（1）292 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 中学（1）293 28881

佐野　佳輝            ｻﾉ ﾖｼｷ                  MacS武庫川 小学（6）294 28881
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石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（6）295 28883

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                こうでら 中学（2）296 28883

原　　諒成            ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ                こうでら 小学（6）297 28883

草別　善應            ｸｻﾜｹ ｾﾞﾝﾉｳ              こうでら 中学（2）298 28883

辰　　渉夢            ﾀﾂ ｱﾕﾑ                  Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）299 28888

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（5）300 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（3）301 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 中学（1）302 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（5）303 28892

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（5）304 28895

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）305 28895

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）306 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 中学（1）307 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 中学（2）308 28898

森安　奎太            ﾓﾘﾔｽ ｹｲﾀ                佐用ＳＳ 中学（3）309 28898

杵築　一照            ｷﾂﾞｷ ｲｯｼｮｳ              佐用ＳＳ 高校（1）310 28898

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 中学（1）311 28901

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 中学（1）312 28901

南　　勇希            ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                 一宮ＳＳ 小学（4）313 28901

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（5）314 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（6）315 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 中学（1）316 28903

鶴賀　悠太            ﾂﾙｶﾞ ﾕｳﾀ                Ａｑ相生 小学（6）317 28904

中川　育海            ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ               Ａｑ相生 小学（5）318 28904

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 高校（1）319 28904

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（2）320 28910

久田　雄太            ﾋｻﾀﾞ ﾕｳﾀ                赤穂ＳＳ 中学（3）321 28910

清水　　力            ｼﾐｽﾞ ﾘｷ                 神戸北町Vivo 中学（2）322 28914

仁尾　　凌            ﾆｵ ﾘｮｳ                  神戸北町Vivo 小学（6）323 28914

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）324 28921

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 小学（6）325 28926

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                甲南大学 大学（4）326 50008

白田　誠治            ｼﾛﾀ ｾｲｼﾞ                甲南大学 大学（2）327 50008
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戸田凜太朗            ﾄﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ               スペックＳＣ 小学（4）1 27300

小林　竜也            ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ               スペックＳＣ 中学（3）2 27300

山本　勇太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                スペックＳＣ 中学（3）3 27300

池田　篤朗            ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾛｳ               NSI Taiken 小学（5）4 27400

山田　侑翼            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 中学（3）5 27400

佐々木俊祐            ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ               大久保中学 中学（2）6 28086

井戸　隼人            ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ                 姫路商業高校 高校（3）7 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）8 28309

黒田　仁哉            ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ               姫路商業高校 高校（3）9 28309

山田　直樹            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                県立長田高校 高校（3）10 28332

小池　智裕            ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ                県立長田高校 高校（3）11 28332

小林　　源            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ              県立長田高校 高校（1）12 28332

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             県立長田高校 高校（2）13 28332

菊地　祐亮            ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ                神戸鈴蘭台高 高校（1）14 28342

井上　雄斗            ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄ                兵庫工業高校 高校（2）15 28347

濵嵜　柾徳            ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾖｼ               兵庫工業高校 高校（2）16 28347

中田　健悟            ﾅｶﾀ ｹﾝｺﾞ                兵庫工業高校 高校（2）17 28347

廣瀬　雄大            ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ               兵庫工業高校 高校（3）18 28347

黒田　涼介            ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ              兵庫工業高校 高校（3）19 28347

田中　颯馬            ﾀﾅｶ ｿｳﾏ                 兵庫工業高校 高校（2）20 28347

古川　凌丞            ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ              須磨東高校 高校（3）21 28353

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）22 28385

山本　貴由            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ               明石清水高校 高校（2）23 28385

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）24 28385

岡　　勇希            ｵｶ ﾕｳｷ                  明石清水高校 高校（2）25 28385

井上　　優            ｲﾉｳｴ ﾕｳ                 明石清水高校 高校（3）26 28385

泉　　綾人            ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ                明石清水高校 高校（3）27 28385

櫛野　郁也            ｸｼﾉ ﾌﾐﾔ                 明石清水高校 高校（3）28 28385

粟田　宏騎            ｱﾜﾀ ｺｳｷ                 明石清水高校 高校（3）29 28385

増井　恭介            ﾏｽｲ ｷｮｳｽｹ               明石清水高校 高校（3）30 28385

大畑　　元            ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ                明石清水高校 高校（1）31 28385

大畑　　陸            ｵｵﾊﾀ ﾘｸ                 明石城西高校 高校（3）32 28396

道林　正太            ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ             明石城西高校 高校（2）33 28396

藤田　凌輔            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              明石城西高校 高校（1）34 28396

藤田　敬裕            ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ               西脇高校 高校（2）35 28398

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）36 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）37 28507

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）38 28507

林　　　学            ﾊﾔｼ ｶﾞｸ                 市立尼崎高校 高校（2）39 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（2）40 28507

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                市立尼崎高校 高校（1）41 28507

豊永　悠祐            ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ              市立尼崎高校 高校（1）42 28507

庄野　勝久            ｼｮｳﾉ ｶﾂﾋｻ               須磨翔風高校 高校（1）43 28509

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）44 28602

大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（3）45 28602

馬場　冬真            ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ               イトマン川西 小学（6）46 28801

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 中学（3）47 28801

吉岡　大成            ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ               イトマン川西 中学（1）48 28801

岡坂　大志            ｵｶｻｶ ﾀｲｼ                イトマン川西 中学（2）49 28801
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下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                イトマン川西 高校（2）50 28801

日置　　凌            ﾋｵｷ ﾘｮｳ                 イトマン川西 中学（2）51 28801

網谷　海志            ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ                塚口ＳＳ 高校（2）52 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）53 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（2）54 28805

アハマド隼人          ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 高校（3）55 28805

吉田　光佑            ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（1）56 28805

田中　柊里            ﾀﾅｶ ｼｭﾘ                 塚口ＳＳ 高校（2）57 28805

前田　風馬            ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ                塚口ＳＳ 高校（2）58 28805

橋本　崚賀            ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（1）59 28805

須波　佳吾            ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ                塚口ＳＳ 高校（3）60 28805

難波　和也            ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ               市川洗心館 中学（2）61 28806

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（3）62 28806

福地　渚生            ﾌｸﾁ ｼｮｳ                 市川洗心館 中学（3）63 28806

松本隆之介            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             市川洗心館 高校（3）64 28806

水谷　蒼太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               市川洗心館 小学（6）65 28806

戎　　雄大            ｴﾋﾞｽ ﾕｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 高校（3）66 28810

縄井　健世            ﾅﾜｲ ｹﾝｾ                 ＪＳＳ三木 中学（1）67 28810

田中　洋助            ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ                ＪＳＳ三木 中学（1）68 28810

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（2）69 28812

柏原　　煌            ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ                ＮＳＩ清和台 高校（3）70 28812

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（2）71 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）72 28812

結城　陽介            ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ                ＮＳＩ清和台 中学（2）73 28812

三坂　柾貴            ﾐｻｶ ﾏｻｷ                 コナミ東加古 中学（3）74 28814

横治　健吾            ﾖｺｼﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ東加古 小学（6）75 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 小学（6）76 28814

信田　涼介            ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              コナミ東加古 高校（1）77 28814

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 中学（2）78 28814

岡部　圭哉            ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ                イトマン神戸 中学（2）79 28815

吉村　匠世            ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙｾ                イトマン神戸 中学（3）80 28815

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 中学（1）81 28815

赤穂　泰斗            ｱｺｳ ﾋﾛﾄ                 イトマン神戸 中学（3）82 28815

山下　翔太            ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ西紀 小学（6）83 28817

井貝　比翼            ｲｶｲ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ西紀 小学（5）84 28817

二軒谷　優            ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ                ＮＳＩ西紀 高校（1）85 28817

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                ＮＳＩ西紀 中学（3）86 28817

竹内　寛太            ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ                ＮＳＩ西紀 高校（1）87 28817

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 中学（3）88 28817

近藤　璃空            ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ                イトマン西宮 小学（5）89 28820

重見　拓丈            ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ               イトマン西宮 小学（6）90 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 小学（5）91 28820

有友　俊平            ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ             イトマン西宮 小学（5）92 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 小学（5）93 28820

加野　翔大            ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ               姫路スポーツ 中学（2）94 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 中学（1）95 28822

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（2）96 28822

浅野　颯太            ｱｻﾉ ｿｳﾀ                 コナミ西宮 中学（3）97 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（1）98 28824
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古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 小学（6）99 28824

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（3）100 28824

和田信太郎            ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ               コナミ西宮 中学（3）101 28824

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（2）102 28824

西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（3）103 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）104 28825

井上　大空            ｲﾉｳｴ ｿﾗ                 コナミ明石 中学（3）105 28825

平崎　翔太            ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ               コナミ明石 中学（3）106 28825

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（2）107 28825

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）108 28825

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 小学（6）109 28825

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                コナミ明石 中学（2）110 28825

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）111 28826

江副　澪音            ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ                ＮＳＩパール 中学（1）112 28826

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 中学（1）113 28826

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）114 28828

川瀬　正浩            ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）115 28829

中西　　奏            ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）116 28829

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）117 28829

吉田　亮世            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 中学（3）118 28829

東　　桜雅            ｱｽﾞﾏ ｵｳｶﾞ               ＫＴＶ垂水 中学（3）119 28831

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              ＫＴＶ垂水 中学（3）120 28831

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）121 28831

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）122 28831

小林　修也            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ              ＫＴＶ垂水 中学（1）123 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）124 28831

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（3）125 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 中学（3）126 28838

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（2）127 28838

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               姫路ＳＳ 中学（1）128 28838

佐藤　大空            ｻﾄｳ ｿﾗ                  姫路ＳＳ 小学（5）129 28838

村上新之介            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ              姫路ＳＳ 中学（2）130 28838

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（2）131 28840

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）132 28840

中嶌　俊介            ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ             Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）133 28840

萩原　亮斗            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ              西脇天神池 中学（1）134 28845

田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）135 28849

三宅　諒弥            ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾔ                ＪＳＳニホー 中学（2）136 28849

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）137 28849

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）138 28855

小川　　諒            ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ                伊丹有岡ＳＳ 高校（2）139 28855

ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝 ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            伊丹有岡ＳＳ 中学（2）140 28855

今仲　達貴            ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）141 28855

平松　一真            ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ               伊丹有岡ＳＳ 中学（1）142 28855

駒井　慶輔            ｺﾏｲ ｹｲｽｹ                神鉄ＳＳ 中学（3）143 28857

芝　　玄守            ｼﾊﾞ ｸﾛｽ                 神鉄ＳＳ 小学（6）144 28857

井上　楓代            ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ              神鉄ＳＳ 高校（3）145 28857

越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 コナミ三田 中学（1）146 28860

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 中学（1）147 28860
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土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 中学（1）148 28860

髙谷　大稀            ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ               尼崎市スポ振 高校（3）149 28865

村田　大季            ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ                 尼崎市スポ振 高校（2）150 28865

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 尼崎市スポ振 中学（2）151 28865

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 高校（1）152 28865

福田　大智            ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン三田 中学（2）153 28874

糊田　陸虎            ﾉﾘﾀ ﾘｸﾄ                 イトマン三田 中学（3）154 28874

山元　颯真            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ                イトマン三田 小学（4）155 28874

北野　開靖            ｷﾀﾉ ｶｲｾｲ                イトマン三田 中学（2）156 28874

吉田　歩夢            ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン西神 中学（3）157 28880

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）158 28880

松尾　佳祐            ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ                イトマン西神 中学（2）159 28880

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 中学（1）160 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 中学（1）161 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 中学（2）162 28881

原　　正磨            ﾊﾗ ｼｮｳﾏ                 こうでら 小学（5）163 28883

原　　諒成            ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ                こうでら 小学（6）164 28883

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（6）165 28883

石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（6）166 28883

林　甲子郎            ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（2）167 28888

佐野　優吾            ｻﾉ ﾕｳｺﾞ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（3）168 28888

辰　　渉夢            ﾀﾂ ｱﾕﾑ                  Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）169 28888

小野翔一朗            ｵﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ              Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）170 28888

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）171 28895

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 中学（1）172 28895

藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（2）173 28895

森安　奎太            ﾓﾘﾔｽ ｹｲﾀ                佐用ＳＳ 中学（3）174 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 中学（1）175 28898

志水　涼太            ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ               一宮ＳＳ 小学（6）176 28901

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 中学（1）177 28901

南　　勇希            ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                 一宮ＳＳ 小学（4）178 28901

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 中学（1）179 28901

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                Ａｑ神河 中学（3）180 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 中学（1）181 28903

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 高校（1）182 28904

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（2）183 28910

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）184 28921

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）185 28921

佐藤　魁統            ｻﾄｳ ｶｲﾄ                 甲南大学 大学（2）186 50008

白田　誠治            ｼﾛﾀ ｾｲｼﾞ                甲南大学 大学（2）187 50008

山本善太郎            ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ              甲南大学 大学（2）188 50008

飯山　健太            ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ                甲南大学 大学（3）189 50008

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                甲南大学 大学（4）190 50008

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学 大学（1）191 50008
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石塚　　温            ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ               NSI Taiken 中学（1）1 27400

池田　雅哉            ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ                NSI Taiken 中学（1）2 27400

杉山　優希            ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ               NSI Taiken 中学（1）3 27400

山田　侑翼            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 中学（3）4 27400

都地　悠馬            ﾄｼﾞ ﾕｳﾏ                 望海中学 中学（3）5 28041

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）6 28309

前田　樹志            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂｼ                姫路商業高校 高校（2）7 28309

森田　幸佑            ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ                姫路商業高校 高校（2）8 28309

山田　直樹            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                県立長田高校 高校（3）9 28332

田村　　亮            ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ                 兵庫工業高校 高校（2）10 28347

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              県立舞子高校 高校（1）11 28367

道林　正太            ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ             明石城西高校 高校（2）12 28396

藤田　敬裕            ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ               西脇高校 高校（2）13 28398

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）14 28507

芳田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                市立尼崎高校 高校（2）15 28507

槙山　陽稀            ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ                市立尼崎高校 高校（1）16 28507

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）17 28507

平野　拳児            ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ                須磨翔風高校 高校（3）18 28509

吉田　航太            ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ                須磨翔風高校 高校（2）19 28509

岡坂　大志            ｵｶｻｶ ﾀｲｼ                イトマン川西 中学（2）20 28801

田中　柊里            ﾀﾅｶ ｼｭﾘ                 塚口ＳＳ 高校（2）21 28805

養老奎二郎            ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ             ＪＳＳ三木 高校（1）22 28810

横山亜久里            ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ               ＪＳＳ三木 高校（2）23 28810

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（2）24 28812

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 中学（2）25 28814

二軒谷　優            ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ                ＮＳＩ西紀 高校（1）26 28817

吉武勇太朗            ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ              イトマン西宮 中学（1）27 28820

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（2）28 28822

増本　　高            ﾏｽﾓﾄ ｶｷﾞﾘ               姫路スポーツ 中学（2）29 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 中学（1）30 28822

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

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 中学（3）32 28824

和田信太郎            ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ               コナミ西宮 中学（3）33 28824

溝畑　樹蘭            ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ             コナミ西宮 高校（3）34 28824

西村　大和            ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ                コナミ明石 中学（3）35 28825

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 中学（3）36 28825

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（2）37 28826

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）38 28826

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩパール 中学（1）39 28826

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）40 28828

高倉　翔太            ﾀｶｸﾗ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ本山 高校（2）41 28828

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）42 28829

吉田　亮世            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 中学（3）43 28829

盛屋　佑太            ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）44 28829

東　　桜雅            ｱｽﾞﾏ ｵｳｶﾞ               ＫＴＶ垂水 中学（3）45 28831

向井　瑛希            ﾑｶｲ ｴｲｷ                 ＫＴＶ垂水 中学（1）46 28831

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（3）47 28838

高橋　　駿            ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ                姫路ＳＳ 中学（2）48 28838

島田　滉士            ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）49 28840
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田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）50 28849

三宅　諒弥            ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾔ                ＪＳＳニホー 中学（2）51 28849

東海　晶大            ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）52 28855

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）53 28855

今仲　達貴            ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）54 28855

浅野　海斗            ｱｻﾉ ｶｲﾄ                 尼崎市スポ振 高校（1）55 28865

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 尼崎市スポ振 中学（2）56 28865

後辺　琴哉            ｱﾄﾍﾞ ｺﾄﾔ                ＧＵＮＺＥ 高校（1）57 28867

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 ニスポ上郡 中学（1）58 28871

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 中学（3）59 28872

福田　大智            ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン三田 中学（2）60 28874

小田　凌山            ｵﾀﾞ ﾘｮｳｻﾞﾝ              ＪＳＳ姫路 中学（3）61 28875

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（2）62 28880

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）63 28880

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（3）64 28880

佐々木る玖            ｻｻｷ ﾙｸ                  こうでら 中学（2）65 28883

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（2）66 28883

草別　善應            ｸｻﾜｹ ｾﾞﾝﾉｳ              こうでら 中学（2）67 28883

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                こうでら 中学（2）68 28883

影山　瞳冴            ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ              こうでら 中学（1）69 28883

小野翔一朗            ｵﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ              Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）70 28888

佐野　優吾            ｻﾉ ﾕｳｺﾞ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（3）71 28888

林　甲子郎            ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（2）72 28888

森安　奎太            ﾓﾘﾔｽ ｹｲﾀ                佐用ＳＳ 中学（3）73 28898

杵築　一照            ｷﾂﾞｷ ｲｯｼｮｳ              佐用ＳＳ 高校（1）74 28898

倉橋　宙史            ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ               一宮ＳＳ 中学（1）75 28901

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                Ａｑ神河 中学（3）76 28903

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 高校（1）77 28904

堀上　駿太            ﾎﾘｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ              ﾘｱﾙ板宿SS 中学（3）78 28920

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学 大学（1）79 50008

藤本　悠介            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ              甲南大学 大学（4）80 50008

飯山　健太            ｲｲﾔﾏ ｹﾝﾀ                甲南大学 大学（3）81 50008
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杉山　優希            ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ               NSI Taiken 中学（1）1 27400

池田　雅哉            ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ                NSI Taiken 中学（1）2 27400

山田　侑翼            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 中学（3）3 27400

佐々木亜留            ｻｻｷ ｱﾙ                  姫路商業高校 高校（2）4 28309

小林　亮太            ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ              県立舞子高校 高校（1）5 28367

江島　優貴            ｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ                須磨友が丘高 高校（2）6 28370

橘　　大夢            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ               市立尼崎高校 高校（3）7 28507

石谷　飛唯            ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ               市立尼崎高校 高校（3）8 28507

豊福　啓太            ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ                市立尼崎高校 高校（2）9 28507

平野　拳児            ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ                須磨翔風高校 高校（3）10 28509

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（2）11 28602

増本　　高            ﾏｽﾓﾄ ｶｷﾞﾘ               姫路スポーツ 中学（2）12 28822

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 中学（2）13 28822

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 中学（3）14 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）15 28826

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（2）16 28826

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（3）17 28826

盛屋　佑太            ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）18 28829

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般19 28848

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（3）20 28855

東海　晶大            ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）21 28855

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）22 28872

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 中学（3）23 28872

福田　大智            ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               イトマン三田 中学（2）24 28874

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（2）25 28880

岸田　圭伍            ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ               イトマン西神 中学（3）26 28880

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                こうでら 中学（2）27 28883

佐々木る玖            ｻｻｷ ﾙｸ                  こうでら 中学（2）28 28883

影山　瞳冴            ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ              こうでら 中学（1）29 28883

堀上　駿太            ﾎﾘｶﾞﾐ ｼｭﾝﾀ              ﾘｱﾙ板宿SS 中学（3）30 28920

松井　瑞輝            ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ                甲南大学 大学（1）31 50008
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山本　勇太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                スペックＳＣ 中学（3）1 27300

小林　雅弥            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ               NSI Taiken 中学（1）2 27400

大江　翔也            ｵｵｴ ﾄｷﾔ                 洲本高校 高校（2）3 28311

丹治　和也            ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾔ               県立長田高校 高校（2）4 28332

清水　裕明            ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ               兵庫工業高校 高校（3）5 28347

髙橋　優太            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ                県立星陵高校 高校（3）6 28365

米田　修平            ﾖﾈﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ              尼崎小田高校 高校（2）7 28382

馬渕　悠斗            ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ                明石清水高校 高校（2）8 28385

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）9 28385

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                明石城西高校 高校（3）10 28396

三木　壮太            ﾐｷ ｿｳﾀ                  西脇高校 高校（3）11 28398

森田涼太郎            ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ              六甲アイ高校 高校（3）12 28508

小島　慎也            ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ                三田松聖高校 高校（1）13 28606

下川　瑛太            ｼﾓｶﾜ ｴｲﾀ                三田学園高校 高校（3）14 28622

池田幸之介            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ              雲雀丘学園高 高校（1）15 28631

南殿　康喜            ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ               イトマン川西 小学（4）16 28801

小澤　大地            ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 小学（5）17 28801

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（3）18 28805

遠藤　　侑            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ               塚口ＳＳ 小学（3）19 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 小学（6）20 28805

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（2）21 28805

佐伯　栄太            ｻｴｷ ｴｲﾀ                 ＪＳＳ三木 小学（5）22 28810

進藤　凱音            ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ               ＪＳＳ三木 中学（1）23 28810

森本　龍翔            ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ                ＪＳＳ三木 中学（3）24 28810

安福　拓海            ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ                ＪＳＳ三木 小学（4）25 28810

高須　葉一            ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ                ＮＳＩ清和台 中学（1）26 28812

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（4）27 28814

岩月　優吾            ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ               イトマン神戸 小学（3）28 28815

山内　呂時            ﾔﾏｳﾁ ﾛｼﾞ                イトマン神戸 小学（5）29 28815

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＴＸ明石 小学（3）30 28819

田村　　宗            ﾀﾑﾗ ｿｳ                  イトマン西宮 小学（4）31 28820

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              イトマン西宮 小学（3）32 28820

前崎　優斗            ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ                イトマン西宮 小学（3）33 28820

プライス玲王          ﾌﾟﾗｲｽ ﾘｵ                イトマン西宮 小学（3）34 28820

原　　直樹            ﾊﾗ ﾅｵｷ                  イトマン西宮 小学（3）35 28820

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 小学（5）36 28820

有友　俊平            ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ             イトマン西宮 小学（5）37 28820

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 中学（3）38 28822

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 中学（1）39 28822

冨田　壮人            ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ                 姫路スポーツ 小学（2）40 28822

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（4）41 28822

竹林　太一            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ              コナミ西宮 中学（1）42 28824

山北　陽生            ﾔﾏｷﾀ ﾊﾙｷ                コナミ西宮 小学（5）43 28824

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）44 28825

岡田　謙吾            ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ明石 中学（3）45 28825

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 小学（6）46 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（4）47 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（4）48 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（4）49 28825
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大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（4）50 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）51 28826

松井　榛大            ﾏﾂｲ ﾊﾙﾏｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）52 28828

伊藤　光汰            ｲﾄｳ ｺｳﾀ                 ＮＳＩ本山 小学（6）53 28828

馬久地　匠            ﾒｸﾁ ﾀｸﾐ                 ＮＳＩ本山 小学（6）54 28828

松田　悠里            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）55 28829

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）56 28831

吉田　翔大            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ               ＫＴＶ垂水 高校（2）57 28831

松本　拓己            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ                姫路ＳＳ 小学（5）58 28838

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）59 28838

松原　維敬            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ             西脇天神池 小学（4）60 28845

連田承太郎            ﾚﾝﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             ＪＳＳニホー 小学（5）61 28849

川﨑　拓人            ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）62 28849

廣瀬　秀平            ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ               ＪＳＳニホー 小学（6）63 28849

森田　海里            ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ                 コナミ三田 小学（4）64 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（4）65 28860

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（3）66 28860

渡瀬　崚平            ﾜﾀｾ ﾘｮｳﾍｲ               尼崎市スポ振 中学（3）67 28865

田村　治大            ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ                 イトマン三田 中学（2）68 28874

島崎　晃樹            ｼﾏｻｷ ｺｳｷ                ＪＳＳ姫路 小学（5）69 28875

前田　峻聖            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｾﾞｲ             ＪＳＳ姫路 小学（4）70 28875

林　優一郎            ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ              イトマン西神 小学（5）71 28880

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 中学（1）72 28881

中島　寛太            ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ                こうでら 小学（4）73 28883

岡村　賢人            ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（3）74 28888

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 高校（1）75 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（3）76 28892

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（4）77 28895

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（5）78 28895

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（5）79 28895

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）80 28898

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（3）81 28898

楠　　朋也            ｸｽﾉｷ ﾄﾓﾔ                各駅停車ＳＣ 一般82 28902

中川　育海            ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ               Ａｑ相生 小学（5）83 28904

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）84 28920

土谷　　颯            ﾂﾁﾀﾆ ﾊﾔﾄ                ﾘｱﾙ板宿SS 中学（1）85 28920

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）86 28921
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稲谷　徹平            ｲﾅﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ              府立住吉高校 高校（2）1 27040

山本　勇太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                スペックＳＣ 中学（3）2 27300

小林　雅弥            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ               NSI Taiken 中学（1）3 27400

横川　　岳            ﾖｺｶﾞﾜ ｶﾞｸ               大久保中学 中学（2）4 28086

波越　泰志            ﾅﾐｺｼ ﾀｲｼ                魚住中学 中学（2）5 28241

黒塚　圭人            ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ                県立御影高校 高校（2）6 28310

丹治　和也            ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾔ               県立長田高校 高校（2）7 28332

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 県立長田高校 高校（2）8 28332

寺石　怜矢            ﾃﾗｲｼ ﾄｷﾔ                県立長田高校 高校（3）9 28332

辻　　凌雅            ﾂｼﾞ ﾘｮｳｶﾞ               県立長田高校 高校（3）10 28332

檜尾　優樹            ﾋﾉｷｵ ﾏｻｷ                県立長田高校 高校（3）11 28332

粟田　宏騎            ｱﾜﾀ ｺｳｷ                 明石清水高校 高校（3）12 28385

馬渕　悠斗            ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ                明石清水高校 高校（2）13 28385

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）14 28385

幸王　郁斗            ｺｳｵｳ ｲｸﾄ                明石清水高校 高校（1）15 28385

大畑　　元            ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ                明石清水高校 高校（1）16 28385

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                明石城西高校 高校（3）17 28396

二星　龍斗            ﾆﾎﾞｼ ﾘｮｳﾄ               市立葺合高校 高校（3）18 28503

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）19 28507

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）20 28507

森田涼太郎            ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ              六甲アイ高校 高校（3）21 28508

西田隆之介            ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             須磨翔風高校 高校（2）22 28509

小島　慎也            ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ                三田松聖高校 高校（1）23 28606

米原　雪綱            ﾖﾈﾊﾗ ﾕｷﾂﾅ               雲雀丘学園高 高校（1）24 28631

米原　頼胤            ﾖﾈﾊﾗ ﾖﾘﾀﾈ               雲雀丘学園高 高校（3）25 28631

小澤　大地            ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ               イトマン川西 小学（5）26 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（3）27 28801

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                イトマン川西 高校（2）28 28801

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

松本　拓也            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                塚口ＳＳ 高校（2）30 28805

田中　瑛都            ﾀﾅｶ ｴｲﾄ                 塚口ＳＳ 高校（1）31 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 小学（6）32 28805

遠藤　　侑            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ               塚口ＳＳ 小学（3）33 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（3）34 28805

難波　和也            ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ               市川洗心館 中学（2）35 28806

宮本　慶人            ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾄ                市川洗心館 小学（5）36 28806

松本隆之介            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             市川洗心館 高校（3）37 28806

森本　龍翔            ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ                ＪＳＳ三木 中学（3）38 28810

進藤　凱音            ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ               ＪＳＳ三木 中学（1）39 28810

高須　葉一            ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ                ＮＳＩ清和台 中学（1）40 28812

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 小学（6）41 28814

赤井　智紀            ｱｶｲ ﾄﾓｷ                 ＮＳＩ西紀 中学（2）42 28817

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 小学（5）43 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 小学（5）44 28820

櫛笥　拓人            ｸｼｹﾞ ﾋﾛﾄ                イトマン西宮 中学（3）45 28820

黄　　立盛            ｺｳ ﾘｾｲ                  イトマン西宮 中学（2）46 28820

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 中学（3）47 28822

髙瀬　慶太            ﾀｶｾ ｹｲﾀ                 姫路スポーツ 中学（1）48 28822

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 中学（1）49 28822
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竹林　太一            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ              コナミ西宮 中学（1）50 28824

小髙　滉人            ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ                コナミ西宮 高校（2）51 28824

岡田　謙吾            ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ明石 中学（3）52 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）53 28825

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（2）54 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（5）55 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）56 28826

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（3）57 28826

松井　榛大            ﾏﾂｲ ﾊﾙﾏｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）58 28828

松田　悠里            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）59 28829

池田康太郎            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              ＫＴＶ垂水 中学（3）60 28831

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）61 28831

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）62 28840

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）63 28840

上中　幸哉            ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）64 28840

萩原　亮斗            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ              西脇天神池 中学（1）65 28845

福田　光希            ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ                ＳＵＮ姫路 中学（1）66 28848

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）67 28849

田中　稜人            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）68 28849

連田　颯真            ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ                 ＪＳＳニホー 小学（3）69 28849

小川　　諒            ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ                伊丹有岡ＳＳ 高校（2）70 28855

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）71 28855

重永　聡真            ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ              神鉄ＳＳ 中学（2）72 28857

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 中学（1）73 28860

阪口　詞音            ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ               コナミ三田 中学（2）74 28860

渡瀬　崚平            ﾜﾀｾ ﾘｮｳﾍｲ               尼崎市スポ振 中学（3）75 28865

末長　弘基            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（3）76 28867

田村　治大            ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ                 イトマン三田 中学（2）77 28874

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 中学（3）78 28874

前田　直樹            ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ                ＪＳＳ姫路 高校（3）79 28875

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（2）80 28880

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 中学（1）81 28880

津田　瑛太            ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ                 イトマン西神 小学（2）82 28880

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 中学（1）83 28881

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 中学（2）84 28881

原　　諒成            ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ                こうでら 小学（6）85 28883

石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（6）86 28883

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（5）87 28895

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（5）88 28895

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 中学（1）89 28895

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（5）90 28895

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）91 28898

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（2）92 28910

清水　　力            ｼﾐｽﾞ ﾘｷ                 神戸北町Vivo 中学（2）93 28914

土谷　　颯            ﾂﾁﾀﾆ ﾊﾔﾄ                ﾘｱﾙ板宿SS 中学（1）94 28920

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）95 28921

洲﨑　透真            ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）96 28921

堤田　竜成            ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ             ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）97 28921

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）98 28921
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山本　勇太            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ                スペックＳＣ 中学（3）1 27300

横川　　岳            ﾖｺｶﾞﾜ ｶﾞｸ               大久保中学 中学（2）2 28086

波越　泰志            ﾅﾐｺｼ ﾀｲｼ                魚住中学 中学（2）3 28241

髙瀨　賢伸            ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ                県立赤穂高校 高校（2）4 28308

黒塚　圭人            ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ                県立御影高校 高校（2）5 28310

檜尾　優樹            ﾋﾉｷｵ ﾏｻｷ                県立長田高校 高校（3）6 28332

丹治　和也            ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾔ               県立長田高校 高校（2）7 28332

粟田　宏騎            ｱﾜﾀ ｺｳｷ                 明石清水高校 高校（3）8 28385

羽田　大生            ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ                明石清水高校 高校（2）9 28385

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

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 中学（3）12 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（3）13 28801

田中　瑛都            ﾀﾅｶ ｴｲﾄ                 塚口ＳＳ 高校（1）14 28805

森本　龍翔            ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ                ＪＳＳ三木 中学（3）15 28810

桂　　杜成            ｶﾂﾗ ﾓﾘｾｲ                ＪＳＳ三木 高校（2）16 28810

高須　葉一            ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ                ＮＳＩ清和台 中学（1）17 28812

黄　　立盛            ｺｳ ﾘｾｲ                  イトマン西宮 中学（2）18 28820

櫛笥　拓人            ｸｼｹﾞ ﾋﾛﾄ                イトマン西宮 中学（3）19 28820

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 中学（1）20 28822

髙瀬　慶太            ﾀｶｾ ｹｲﾀ                 姫路スポーツ 中学（1）21 28822

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 中学（3）22 28822

溝畑　樹蘭            ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ             コナミ西宮 高校（3）23 28824

竹林　太一            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ              コナミ西宮 中学（1）24 28824

小髙　滉人            ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ                コナミ西宮 高校（2）25 28824

岡田　謙吾            ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ               コナミ明石 中学（3）26 28825

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 中学（1）27 28826

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（3）28 28826

増田　一心            ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ              ＫＴＶ垂水 高校（1）29 28831

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）30 28840

松本　大輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               ＪＳＳニホー 小学（5）31 28849

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）32 28855

小川　　諒            ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ                伊丹有岡ＳＳ 高校（2）33 28855

重永　聡真            ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ              神鉄ＳＳ 中学（2）34 28857

阪口　詞音            ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ               コナミ三田 中学（2）35 28860

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 中学（3）36 28874

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

佐々木る玖            ｻｻｷ ﾙｸ                  こうでら 中学（2）38 28883

原　　優介            ﾊﾗ ﾕｳｽｹ                 こうでら 中学（2）39 28883

影山　瞳冴            ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ              こうでら 中学（1）40 28883

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 中学（1）41 28895
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伊藤　　稜            ｲﾄｳ ﾘｮｳ                 府立住吉高校 高校（1）1 27040

池田　雅哉            ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ                NSI Taiken 中学（1）2 27400

丸山　碧斗            ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ                NSI Taiken 小学（6）3 27400

南條　光輝            ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ              NSI Taiken 中学（3）4 27400

横野　晟也            ﾖｺﾉ ﾏｻﾔ                 姫路商業高校 高校（1）5 28309

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（1）6 28309

大谷　　空            ｵｵﾔ ｿﾗ                  県立御影高校 高校（2）7 28310

久山　裕貴            ｸﾔﾏ ﾕｳｷ                 県立長田高校 高校（1）8 28332

櫛川　新太            ｸｼｶﾜ ｱﾗﾀ                県立長田高校 高校（2）9 28332

山本　仁也            ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ               県立長田高校 高校（3）10 28332

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              神戸鈴蘭台高 高校（2）11 28342

中野　泰宏            ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ                神戸鈴蘭台高 高校（3）12 28342

阪本　快斗            ｻｶﾓﾄ ｶｲﾄ                神戸鈴蘭台高 高校（2）13 28342

走出　航介            ﾊｼﾃﾞ ｺｳｽｹ               神戸鈴蘭台高 高校（3）14 28342

簑田　一輝            ﾐﾉﾀ ｶｽﾞｷ                神戸鈴蘭台高 高校（1）15 28342

藤井　海空            ﾌｼﾞｲ ﾐｸ                 兵庫工業高校 高校（3）16 28347

水原　耀也            ﾐｽﾞﾊﾗ ﾃﾙﾔ               兵庫工業高校 高校（1）17 28347

芝山　優真            ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳﾏ               兵庫工業高校 高校（1）18 28347

桝田　悠斗            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ                須磨東高校 高校（2）19 28353

野間口　遼            ﾉﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ               県立星陵高校 高校（2）20 28365

椋本　　樹            ﾑｸﾓﾄ ﾀﾂｷ                県立舞子高校 高校（3）21 28367

豊田　真吾            ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ                県立舞子高校 高校（1）22 28367

小野寺　柾            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ               県立舞子高校 高校（1）23 28367

森本　涼介            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              県立舞子高校 高校（3）24 28367

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（3）25 28380

山口　皓平            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              西脇工業高校 高校（3）26 28380

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                西脇工業高校 高校（1）27 28380

酒井　大志            ｻｶｲ ﾀｲｼ                 尼崎小田高校 高校（1）28 28382

山田　大貴            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ                明石清水高校 高校（3）29 28385

三宅　永起            ﾐﾔｹ ｴｲｷ                 明石城西高校 高校（3）30 28396

遠藤　　稜            ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ               明石城西高校 高校（2）31 28396

十都　祐真            ﾄｿ ﾕｳﾏ                  明石城西高校 高校（1）32 28396

木村　元春            ｷﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ                明石城西高校 高校（1）33 28396

吉良　優人            ｷﾗ ﾕｳﾄ                  市立葺合高校 高校（3）34 28503

木谷　謙図            ｷﾀﾆ ｹﾝﾄ                 六甲アイ高校 高校（3）35 28508

笠松　勇吾            ｶｻﾏﾂ ﾕｳｺﾞ               六甲アイ高校 高校（3）36 28508

難波　　巧            ﾅﾝﾊﾞ ﾀｸ                 須磨翔風高校 高校（2）37 28509

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 須磨翔風高校 高校（1）38 28509

坂原　千空            ｻｶﾊﾗ ﾁｿﾗ                イトマン川西 小学（3）39 28801

柴田　剛志            ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ                塚口ＳＳ 小学（6）40 28805

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 小学（6）41 28805

松本　大典            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ              塚口ＳＳ 小学（6）42 28805

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（2）43 28805

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（2）44 28806

藤原　清嵩            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖﾀｶ              市川洗心館 小学（4）45 28806

薬師　幸輝            ﾔｸｼ ｺｳｷ                 ＪＳＳ三木 高校（2）46 28810

菅野　陽日            ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ三木 小学（4）47 28810

石塚　祐太            ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＪＳＳ三木 中学（2）48 28810

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）49 28812
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新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               コナミ東加古 小学（5）50 28814

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（4）51 28814

北　　遼音            ｷﾀ ﾊﾙﾄ                  イトマン神戸 小学（3）52 28815

鈴木　優真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                ＮＳＩ西紀 小学（6）53 28817

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 小学（6）54 28820

青木　倫大            ｱｵｷ ﾄﾓﾋﾛ                イトマン西宮 小学（4）55 28820

安元　将馬            ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾏ               イトマン西宮 小学（6）56 28820

駒井　響季            ｺﾏｲ ﾋﾋﾞｷ                イトマン西宮 小学（2）57 28820

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 小学（5）58 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 中学（1）59 28820

髙瀬　稜太            ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ                姫路スポーツ 中学（1）60 28822

藤田康太郎            ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路スポーツ 小学（5）61 28822

板橋　飛翔            ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ                姫路スポーツ 小学（4）62 28822

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（6）63 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 小学（5）64 28824

山北　陽生            ﾔﾏｷﾀ ﾊﾙｷ                コナミ西宮 小学（5）65 28824

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 小学（5）66 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（4）67 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（4）68 28825

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（4）69 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（4）70 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（4）71 28825

田中　駿治            ﾀﾅｶ ｼｭﾝｼﾞ               ＮＳＩ本山 高校（1）72 28828

安田　　櫂            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）73 28828

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）74 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）75 28829

松崎　悠佑            ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ              ＫＴＶ垂水 中学（1）76 28831

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 小学（5）77 28831

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）78 28838

岩井　啓悟            ｲﾜｲ ｹｲｺﾞ                姫路ＳＳ 小学（4）79 28838

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 小学（6）80 28838

川島　和真            ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ               姫路ＳＳ 中学（3）81 28838

川﨑　　稜            ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ                ＪＳＳニホー 中学（2）82 28849

田部　想太            ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ                ＪＳＳニホー 小学（6）83 28849

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               ＪＳＳニホー 中学（1）84 28849

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）85 28849

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                神鉄ＳＳ 小学（5）86 28857

篠崎　　悠            ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ               神鉄ＳＳ 小学（3）87 28857

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 中学（1）88 28865

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                ニスポ上郡 高校（1）89 28871

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）90 28872

宮﨑　志大            ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ              ＪＳＳ姫路 中学（3）91 28875

村尾　侑哉            ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ                 ＮＳＩ豊岡 中学（3）92 28876

小西　翔太            ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ                ＮＳＩ豊岡 中学（1）93 28876

多鹿　優里            ﾀｼﾞｶ ﾕｳﾘ                イトマン西神 小学（6）94 28880

森下　　駿            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ                イトマン西神 中学（1）95 28880

德網　大星            ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 小学（3）96 28880

福本　博史            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｼ                イトマン西神 小学（5）97 28880

林　優一郎            ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ              イトマン西神 小学（5）98 28880
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今　　楓雅            ｲﾏ ﾌｳｶﾞ                 イトマン西神 小学（5）99 28880

松尾幸汰郎            ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン西神 小学（4）100 28880

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（6）101 28881

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（2）102 28883

深澤　友哉            ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ               こうでら 中学（2）103 28883

深澤　晃太            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ               こうでら 小学（5）104 28883

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（4）105 28892

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（4）106 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（6）107 28895

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（3）108 28898

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 小学（5）109 28901

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 中学（3）110 28910

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）111 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）112 28921

西村　心結            ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）113 28921

堀井　湧斗            ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）114 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）115 28921

相崎　康平            ｱｲｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              甲南大学 大学（1）116 50008
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島崎　真平            ｼﾏｻﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ             府立住吉高校 高校（3）1 27040

藤本　孝文            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ              府立住吉高校 高校（3）2 27040

南條　光輝            ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ              NSI Taiken 中学（3）3 27400

池田　雅哉            ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ                NSI Taiken 中学（1）4 27400

吉川　泰生            ﾖｼｶﾜ ﾔｽｵ                魚住中学 中学（3）5 28241

谷口　誠弥            ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ               伊丹西高校 高校（2）6 28307

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）7 28309

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（1）8 28309

澤西　大毅            ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ               姫路商業高校 高校（1）9 28309

横野　晟也            ﾖｺﾉ ﾏｻﾔ                 姫路商業高校 高校（1）10 28309

荒木　拓斗            ｱﾗｷ ﾀｸﾄ                 姫路商業高校 高校（3）11 28309

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（3）12 28309

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

久山　裕貴            ｸﾔﾏ ﾕｳｷ                 県立長田高校 高校（1）14 28332

寺石　怜矢            ﾃﾗｲｼ ﾄｷﾔ                県立長田高校 高校（3）15 28332

櫛川　新太            ｸｼｶﾜ ｱﾗﾀ                県立長田高校 高校（2）16 28332

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 県立長田高校 高校（2）17 28332

簑田　一輝            ﾐﾉﾀ ｶｽﾞｷ                神戸鈴蘭台高 高校（1）18 28342

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              神戸鈴蘭台高 高校（2）19 28342

藤井　海空            ﾌｼﾞｲ ﾐｸ                 兵庫工業高校 高校（3）20 28347

中村　星哉            ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾔ                須磨東高校 高校（3）21 28353

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                県立星陵高校 高校（2）22 28365

野間口　遼            ﾉﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ               県立星陵高校 高校（2）23 28365

豊田　真吾            ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ                県立舞子高校 高校（1）24 28367

小野寺　柾            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ               県立舞子高校 高校（1）25 28367

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                西脇工業高校 高校（1）26 28380

足立　悠真            ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ                西脇工業高校 高校（3）27 28380

永田　翔也            ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾔ               尼崎小田高校 高校（2）28 28382

松下　和希            ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ               尼崎小田高校 高校（3）29 28382

酒井　大志            ｻｶｲ ﾀｲｼ                 尼崎小田高校 高校（1）30 28382

山田　大貴            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ                明石清水高校 高校（3）31 28385

三宅　永起            ﾐﾔｹ ｴｲｷ                 明石城西高校 高校（3）32 28396

木村　元春            ｷﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ                明石城西高校 高校（1）33 28396

十都　祐真            ﾄｿ ﾕｳﾏ                  明石城西高校 高校（1）34 28396

木谷　謙図            ｷﾀﾆ ｹﾝﾄ                 六甲アイ高校 高校（3）35 28508

難波　　巧            ﾅﾝﾊﾞ ﾀｸ                 須磨翔風高校 高校（2）36 28509

奥田　　蓮            ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ                 須磨翔風高校 高校（1）37 28509

京本　　柊            ｷｮｳﾓﾄ ｼｭｳ               イトマン川西 高校（2）38 28801

伊藤　陸人            ｲﾄｳ ﾘｸﾄ                 イトマン川西 中学（3）39 28801

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 小学（6）40 28805

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（1）41 28805

池永　羅生            ｲｹﾅｶﾞ ﾗｵ                塚口ＳＳ 高校（1）42 28805

相原　唯人            ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ                市川洗心館 高校（2）43 28806

楠田　将也            ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ                市川洗心館 中学（3）44 28806

菅野　陽日            ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ三木 小学（4）45 28810

石塚　祐太            ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ               ＪＳＳ三木 中学（2）46 28810

岸本　拓也            ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ                ＪＳＳ三木 高校（3）47 28810

立山　泰雅            ﾀﾁﾔﾏ ﾀｲｶﾞ               ＪＳＳ三木 中学（3）48 28810

薬師　幸輝            ﾔｸｼ ｺｳｷ                 ＪＳＳ三木 高校（2）49 28810
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森　　勇人            ﾓﾘ ﾊﾔﾄ                  ＪＳＳ三木 高校（2）50 28810

幹　　悠甫            ﾐｷ ﾕｳｽｹ                 イトマン神戸 高校（1）51 28815

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 小学（6）52 28820

安元　将馬            ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾏ               イトマン西宮 小学（6）53 28820

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 小学（5）54 28820

髙瀬　稜太            ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ                姫路スポーツ 中学（1）55 28822

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ西宮 高校（3）56 28824

江副　澪音            ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ                ＮＳＩパール 中学（1）57 28826

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（2）58 28826

佐藤　亮士            ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ               ＮＳＩ本山 中学（3）59 28828

岩木　朔多            ｲﾜｷ ｻｸﾀ                 ＮＳＩ本山 高校（1）60 28828

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 小学（5）61 28831

德　壮一郎            ﾄｸ ｿｳｲﾁﾛｳ               ＫＴＶ垂水 中学（1）62 28831

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）63 28831

前田　悠太            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＫＴＶ垂水 中学（1）64 28831

松崎　悠佑            ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ              ＫＴＶ垂水 中学（1）65 28831

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 小学（6）66 28838

川島　和真            ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ               姫路ＳＳ 中学（3）67 28838

岩井　啓悟            ｲﾜｲ ｹｲｺﾞ                姫路ＳＳ 小学（4）68 28838

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（2）69 28840

上中　幸哉            ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）70 28840

田部　想太            ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ                ＪＳＳニホー 小学（6）71 28849

川﨑　　稜            ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ                ＪＳＳニホー 中学（2）72 28849

下川　颯斗            ｼﾓｶﾜ ﾘｭｳﾄ               ＪＳＳニホー 中学（1）73 28849

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               ＪＳＳニホー 中学（1）74 28849

小林　拓樹            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾅ               ＪＳＳニホー 中学（3）75 28849

ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝 ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            伊丹有岡ＳＳ 中学（2）76 28855

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                神鉄ＳＳ 小学（5）77 28857

藤田　翔吾            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ              神鉄ＳＳ 高校（1）78 28857

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 中学（1）79 28865

柴田　和樹            ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）80 28867

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                ニスポ上郡 高校（1）81 28871

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 小学（6）82 28872

小川　雄大            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ                イトマン三田 中学（1）83 28874

今北　尚杜            ｲﾏｷﾀ ﾅｵﾄ                イトマン三田 高校（1）84 28874

宮﨑　志大            ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾋﾛ              ＪＳＳ姫路 中学（3）85 28875

小西　翔太            ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ                ＮＳＩ豊岡 中学（1）86 28876

安田　夏唯            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）87 28876

村尾　侑哉            ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ                 ＮＳＩ豊岡 中学（3）88 28876

松尾　祐紀            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 イトマン西神 小学（6）89 28880

惣田　真斗            ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ                イトマン西神 中学（2）90 28880

岸田　晃祐            ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ               イトマン西神 高校（2）91 28880

森下　　駿            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ                イトマン西神 中学（1）92 28880

林　優一郎            ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ              イトマン西神 小学（5）93 28880

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（6）94 28881

畑下　昂平            ﾊﾀｼﾀ ｺｳﾍｲ               MacS武庫川 高校（3）95 28881

深澤　友哉            ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ               こうでら 中学（2）96 28883

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（2）97 28883

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）98 28888
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藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（2）99 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（6）100 28895

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（3）101 28898

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 中学（1）102 28901

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                Ａｑ神河 中学（3）103 28903

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 中学（3）104 28910

堀井　湧斗            ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）105 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）106 28921

相崎　康平            ｱｲｻﾞｷ ｺｳﾍｲ              甲南大学 大学（1）107 50008

臼井　大貴            ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ                甲南大学 大学（3）108 50008

三村　海里            ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ                 甲南大学 大学（2）109 50008
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増永　　裕            ﾏｽﾅｶﾞ ﾋﾛ                望海中学 中学（3）1 28041

吉川　泰生            ﾖｼｶﾜ ﾔｽｵ                魚住中学 中学（3）2 28241

森本　剛平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（1）3 28309

山田　優太            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ                姫路商業高校 高校（2）4 28309

森本　浩平            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ               姫路商業高校 高校（3）5 28309

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                県立御影高校 高校（3）6 28310

山本　仁也            ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ               県立長田高校 高校（3）7 28332

水原　耀也            ﾐｽﾞﾊﾗ ﾃﾙﾔ               兵庫工業高校 高校（1）8 28347

湯口　勝也            ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ                県立星陵高校 高校（2）9 28365

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                西脇工業高校 高校（1）10 28380

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

笠松　勇吾            ｶｻﾏﾂ ﾕｳｺﾞ               六甲アイ高校 高校（3）12 28508

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 市川高校 高校（1）13 28602

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）14 28602

伊藤　陸人            ｲﾄｳ ﾘｸﾄ                 イトマン川西 中学（3）15 28801

小野　幹太            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  イトマン川西 中学（1）16 28801

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

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（1）18 28805

池永　羅生            ｲｹﾅｶﾞ ﾗｵ                塚口ＳＳ 高校（1）19 28805

立山　泰雅            ﾀﾁﾔﾏ ﾀｲｶﾞ               ＪＳＳ三木 中学（3）20 28810

森　　勇人            ﾓﾘ ﾊﾔﾄ                  ＪＳＳ三木 高校（2）21 28810

岸本　拓也            ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ                ＪＳＳ三木 高校（3）22 28810

薬師　幸輝            ﾔｸｼ ｺｳｷ                 ＪＳＳ三木 高校（2）23 28810

髙瀬　稜太            ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ                姫路スポーツ 中学（1）24 28822

宮本　光琉            ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ                コナミ西宮 高校（3）25 28824

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（2）26 28826

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

佐藤　亮士            ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ               ＮＳＩ本山 中学（3）28 28828

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）29 28829

川島　和真            ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ               姫路ＳＳ 中学（3）30 28838

山本　剛矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（2）31 28840

川﨑　　稜            ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ                ＪＳＳニホー 中学（2）32 28849

ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ竜輝 ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ            伊丹有岡ＳＳ 中学（2）33 28855

藤田　翔吾            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ              神鉄ＳＳ 高校（1）34 28857

柴田　和樹            ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）35 28867

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                ニスポ上郡 高校（1）36 28871

今北　尚杜            ｲﾏｷﾀ ﾅｵﾄ                イトマン三田 高校（1）37 28874

小川　雄大            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ                イトマン三田 中学（1）38 28874

小西　翔太            ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ                ＮＳＩ豊岡 中学（1）39 28876

安田　夏唯            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）40 28876

村尾　侑哉            ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ                 ＮＳＩ豊岡 中学（3）41 28876

惣田　真斗            ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ                イトマン西神 中学（2）42 28880

森下　　駿            ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ                イトマン西神 中学（1）43 28880

深澤　友哉            ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ               こうでら 中学（2）44 28883

田中　魁都            ﾀﾅｶ ｶｲﾄ                 こうでら 高校（2）45 28883

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）46 28888

藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（2）47 28895

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                Ａｑ神河 中学（3）48 28903

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 中学（3）49 28910
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平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）50 28921

堀井　湧斗            ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）51 28921

臼井　大貴            ｳｽｲ ﾀﾞｲｷ                甲南大学 大学（3）52 50008

松井　瑞輝            ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ                甲南大学 大学（1）53 50008
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坂東　達也            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ              あいわＳＣ 小学（6）1 27226

渕崎　吏功            ﾌﾁｻﾞｷ ﾘｸ                スペックＳＣ 中学（1）2 27300

南條　雄飛            ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ              NSI Taiken 中学（1）3 27400

小又　涼人            ｺﾏﾀ ﾘｮｳﾄ                NSI Taiken 小学（5）4 27400

清水　優友            ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 小学（6）5 27400

宮本　凌輔            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              大久保中学 中学（3）6 28086

大畑孝太郎            ｵｵﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路商業高校 高校（2）7 28309

大谷　　空            ｵｵﾔ ｿﾗ                  県立御影高校 高校（2）8 28310

青木淳一郎            ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ            洲本高校 高校（3）9 28311

中尾　優太            ﾅｶｵ ﾕｳﾀ                 県立長田高校 高校（2）10 28332

山下　智史            ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ                神戸鈴蘭台高 高校（2）11 28342

木村　柊斗            ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ                兵庫工業高校 高校（2）12 28347

森本　涼介            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              県立舞子高校 高校（3）13 28367

山下　　舜            ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝ                須磨友が丘高 高校（3）14 28370

藤澤　優輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｷ               須磨友が丘高 高校（2）15 28370

平松　佳祐            ﾋﾗﾏﾂ ｹｲｽｹ               須磨友が丘高 高校（3）16 28370

吉田　大成            ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ               西脇工業高校 高校（3）17 28380

岡本　健志 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 尼崎小田高校 高校（1）18 28382

岡　　勇希            ｵｶ ﾕｳｷ                  明石清水高校 高校（2）19 28385

増井　恭介            ﾏｽｲ ｷｮｳｽｹ               明石清水高校 高校（3）20 28385

坂井　孝希            ｻｶｲ ｺｳｷ                 明石城西高校 高校（2）21 28396

田中　佑樹            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                 明石城西高校 高校（1）22 28396

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                滝川高校 高校（2）23 28604

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

稲津　楢大            ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              イトマン川西 小学（5）25 28801

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（5）26 28805

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 小学（4）27 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 小学（4）28 28805

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）29 28805

柴田　剛志            ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ                塚口ＳＳ 小学（6）30 28805

加藤　優喜            ｶﾄｳ ﾕｳｷ                 ＪＳＳ三木 小学（6）31 28810

谷口　花丸            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ              ＪＳＳ三木 小学（2）32 28810

井口　翔天            ｲｸﾞﾁ ﾄｱ                 ＪＳＳ三木 小学（4）33 28810

谷口　夢成            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾒﾅﾘ              ＪＳＳ三木 小学（6）34 28810

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（2）35 28812

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）36 28812

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（4）37 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（4）38 28814

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               コナミ東加古 小学（5）39 28814

岩月　優吾            ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ               イトマン神戸 小学（3）40 28815

石橋　悠斗            ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ西紀 中学（2）41 28817

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＴＸ明石 小学（3）42 28819

吉田　伊織            ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ                イトマン西宮 小学（6）43 28820

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（2）44 28820

田島　壱成            ﾀｼﾞﾏ ｲｯｾｲ               イトマン西宮 小学（5）45 28820

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（2）46 28820

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（4）47 28822

冨田　壮人            ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ                 姫路スポーツ 小学（2）48 28822

藤尾　和輝            ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（4）49 28822
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山下　諒馬            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ               コナミ西宮 小学（6）50 28824

浦松　陽向            ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ                コナミ西宮 小学（4）51 28824

鯛谷　修平            ﾀｲﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ              コナミ西宮 小学（6）52 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 小学（5）53 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（3）54 28824

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 小学（6）55 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（4）56 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（4）57 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（4）58 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）59 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（4）60 28825

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 中学（1）61 28826

伊藤　光汰            ｲﾄｳ ｺｳﾀ                 ＮＳＩ本山 小学（6）62 28828

赤阪　侑真            ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）63 28829

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）64 28831

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 小学（4）65 28838

徳原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳニホー 小学（5）66 28849

川﨑　拓人            ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ                ＪＳＳニホー 小学（5）67 28849

頼田　優史            ﾖﾘﾀ ﾕｳｼ                 ＪＳＳニホー 小学（4）68 28849

芝　　玄守            ｼﾊﾞ ｸﾛｽ                 神鉄ＳＳ 小学（6）69 28857

松浦　大倭            ﾏﾂｳﾗ ﾔﾏﾄ                神鉄ＳＳ 中学（1）70 28857

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（4）71 28860

藤田　青海            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ               コナミ三田 中学（1）72 28860

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 中学（3）73 28865

三木　飛翔            ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ                 ＳＵＮ網干 高校（1）74 28872

金田　渉夢            ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン三田 小学（6）75 28874

志築　良宇            ｼｽﾞｷ ﾗｳ                 イトマン三田 小学（5）76 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 小学（4）77 28874

吉田　遼平            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              ＪＳＳ姫路 中学（1）78 28875

前田　峻聖            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｾﾞｲ             ＪＳＳ姫路 小学（4）79 28875

上田　蒼真            ｳｴﾀﾞ ｿｳﾏ                ＪＳＳ姫路 小学（6）80 28875

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                イトマン西神 中学（1）81 28880

中川　楓太            ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀ               イトマン西神 小学（6）82 28880

小南　洸稀            ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ                イトマン西神 中学（1）83 28880

有満　　誠            ｱﾘﾐﾂ ﾏｺﾄ                イトマン西神 小学（4）84 28880

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（6）85 28881

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 中学（1）86 28881

中村　圭佑            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ               MacS武庫川 中学（2）87 28881

瀧野　　真            ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ                 MacS武庫川 中学（1）88 28881

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（6）89 28883

深澤　晃太            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ               こうでら 小学（5）90 28883

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（5）91 28892

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ニスポ小野 小学（5）92 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（6）93 28895

河合　仁楠            ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ                ニスポ小野 小学（3）94 28895

三村　優心            ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ                ニスポ小野 小学（4）95 28895

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（3）96 28898

石澤　蘭世            ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ              佐用ＳＳ 高校（1）97 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 中学（2）98 28898
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原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 小学（6）99 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（4）100 28898

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 小学（5）101 28901

志水　涼太            ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ               一宮ＳＳ 小学（6）102 28901

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（5）103 28904

松尾悠太郎            ﾏﾂｵ ﾕｳﾀﾛｳ               ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）104 28920

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）105 28920

藤波　海成            ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲｾｲ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）106 28921

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）107 28921

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）108 28921

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）109 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）110 28921

藤井　晴生            ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ                ＳＴ淡路 小学（6）111 28926
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坂東　達也            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ              あいわＳＣ 小学（6）1 27226

清水　優友            ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ               NSI Taiken 小学（6）2 27400

宮本　凌輔            ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              大久保中学 中学（3）3 28086

塚本　康介            ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ               県立赤穂高校 高校（1）4 28308

大畑孝太郎            ｵｵﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路商業高校 高校（2）5 28309

毛笠　滉大            ｹｶﾞｻ ｺｳﾀﾞｲ              洲本高校 高校（3）6 28311

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             県立長田高校 高校（2）7 28332

舩木　敢大            ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ                 県立長田高校 高校（2）8 28332

山下　智史            ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ                神戸鈴蘭台高 高校（2）9 28342

井上　雄斗            ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄ                兵庫工業高校 高校（2）10 28347

西田　和也            ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               県立星陵高校 高校（3）11 28365

森本　涼介            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              県立舞子高校 高校（3）12 28367

川畑　総志            ｶﾜﾊﾞﾀ ｿｳｼ               須磨友が丘高 高校（3）13 28370

野田　海渡            ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ                 尼崎小田高校 高校（3）14 28382

岡　　勇希            ｵｶ ﾕｳｷ                  明石清水高校 高校（2）15 28385

増井　恭介            ﾏｽｲ ｷｮｳｽｹ               明石清水高校 高校（3）16 28385

金子　裕貴            ｶﾈｺ ﾋﾛｷ                 明石城西高校 高校（2）17 28396

藤田　凌輔            ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ              明石城西高校 高校（1）18 28396

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

井上　永遠            ｲﾉｳｴ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（2）20 28507

宗　　太一            ﾑﾈ ﾀｲﾁ                  六甲アイ高校 高校（2）21 28508

埴岡　大輝            ﾊﾆｵｶ ﾀﾞｲｷ               須磨翔風高校 高校（3）22 28509

福原　匠海            ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ                市川高校 高校（2）23 28602

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

川阪　翔大            ｶﾜｻｶ ｼｮｳﾀ               雲雀丘学園高 高校（1）26 28631

吉岡　大成            ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ               イトマン川西 中学（1）27 28801

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 中学（1）28 28801

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）29 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 中学（3）30 28805

重本孝太郎            ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ             ＪＳＳ三木 中学（2）31 28810

井口　翔天            ｲｸﾞﾁ ﾄｱ                 ＪＳＳ三木 小学（4）32 28810

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（2）33 28812

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（2）34 28812

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                ＮＳＩ西紀 中学（3）35 28817

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                コナミ西宮 高校（3）36 28824

古里匡志朗            ﾌﾙｻﾄ ｷｮｳｼﾛｳ             コナミ西宮 高校（2）37 28824

高橋　祐貴            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                コナミ西宮 中学（1）38 28824

山城　憲治            ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ               コナミ西宮 高校（3）39 28824

上田ﾃﾘｴﾝ亜良矢 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ            コナミ西宮 大学（2）40 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 小学（6）41 28824

松田　武大            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ                コナミ西宮 高校（1）42 28824

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（3）43 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（5）44 28825

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 中学（1）45 28826

平井　尚併            ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ               ＮＳＩ本山 中学（3）46 28828

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 中学（3）47 28838

上中　幸哉            ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）48 28840

川﨑　　稜            ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ                ＪＳＳニホー 中学（2）49 28849
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徳原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳニホー 小学（5）50 28849

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）51 28855

峰行晃太朗            ﾐﾈﾕｷ ｺｳﾀﾛｳ              神鉄ＳＳ 中学（2）52 28857

松浦　大倭            ﾏﾂｳﾗ ﾔﾏﾄ                神鉄ＳＳ 中学（1）53 28857

奥谷　　仁            ｵｸﾀﾆ ｼﾞﾝ                コナミ三田 中学（1）54 28860

阪口　詞音            ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ               コナミ三田 中学（2）55 28860

末長　弘基            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               ＧＵＮＺＥ 高校（3）56 28867

都藤　陽平            ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 高校（3）57 28872

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（2）58 28872

吉田　遼平            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              ＪＳＳ姫路 中学（1）59 28875

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                イトマン西神 中学（1）60 28880

楽前　　凌            ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ               イトマン西神 中学（2）61 28880

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（6）62 28881

中村　圭佑            ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ               MacS武庫川 中学（2）63 28881

瀧野　　真            ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ                 MacS武庫川 中学（1）64 28881

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）65 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ニスポ小野 小学（6）66 28895

藤定　　航            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ              ニスポ小野 小学（5）67 28895

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 小学（6）68 28898

石澤　蘭世            ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ              佐用ＳＳ 高校（1）69 28898

尾林　朝陽            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ               Ａｑ相生 高校（1）70 28904

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（5）71 28904

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）72 28921

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）73 28921

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 小学（6）74 28926

田中　孝知            ﾀﾅｶ ﾀｶﾄﾓ                甲南大学 大学（4）75 50008

清水　一輝            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ               甲南大学 大学（4）76 50008
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西村　公泰            ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ              府立住吉高校 高校（3）1 27040

楽前　雄大            ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ             県立長田高校 高校（2）2 28332

西田　和也            ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ               県立星陵高校 高校（3）3 28365

立花　唯翔            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾄ               明石城西高校 高校（1）4 28396

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）5 28507

大釜　雅裕            ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ              市川高校 高校（3）6 28602

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）7 28602

池田　悠真            ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ                三田松聖高校 高校（1）8 28606

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 中学（1）9 28801

吉岡　大成            ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ               イトマン川西 中学（1）10 28801

木寅　友之            ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ                塚口ＳＳ 高校（2）11 28805

福地　渚生            ﾌｸﾁ ｼｮｳ                 市川洗心館 中学（3）12 28806

縄井　健世            ﾅﾜｲ ｹﾝｾ                 ＪＳＳ三木 中学（1）13 28810

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 中学（2）14 28812

山本　蒼太            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ                ＮＳＩ清和台 中学（2）15 28812

藤本　　空            ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ                ＮＳＩ西紀 中学（3）16 28817

山城　憲治            ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ               コナミ西宮 高校（3）17 28824

松田　武大            ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ                コナミ西宮 高校（1）18 28824

高橋　祐貴            ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ                コナミ西宮 中学（1）19 28824

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（3）20 28825

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 中学（1）21 28826

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 中学（3）22 28838

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（2）23 28872

宗利　昌哉            ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ                ＳＵＮ網干 高校（2）24 28872

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（2）25 28873

高見　空我            ﾀｶﾐ ｸｳｶﾞ                ＪＳＳ姫路 高校（1）26 28875

宇田　唯人            ｳﾀﾞ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ姫路 高校（3）27 28875

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                イトマン西神 中学（1）28 28880

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 中学（2）29 28881

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（6）30 28881

多鹿　正洋            ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ               ニスポ小野 中学（3）31 28895

石澤　蘭世            ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ              佐用ＳＳ 高校（1）32 28898

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（5）33 28904

椋本　　暖            ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）34 28921

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 小学（6）35 28926

田中　孝知            ﾀﾅｶ ﾀｶﾄﾓ                甲南大学 大学（4）36 50008

清水　一輝            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ               甲南大学 大学（4）37 50008

山本善太郎            ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ              甲南大学 大学（2）38 50008
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時田　翔太            ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾀ               スペックＳＣ 小学（5）1 27300

大橋　昂生            ｵｵﾊｼ ｺｳｷ                スペックＳＣ 小学（6）2 27300

戸田凜太朗            ﾄﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ               スペックＳＣ 小学（4）3 27300

森脇　翔音            ﾓﾘﾜｷ ｼｵﾝ                NSI Taiken 小学（6）4 27400

小又　涼人            ｺﾏﾀ ﾘｮｳﾄ                NSI Taiken 小学（5）5 27400

池田　篤朗            ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾛｳ               NSI Taiken 小学（5）6 27400

増永　　裕            ﾏｽﾅｶﾞ ﾋﾛ                望海中学 中学（3）7 28041

堀　　敬貴            ﾎﾘ ｲﾂｷ                  姫路商業高校 高校（1）8 28309

檜尾　優樹            ﾋﾉｷｵ ﾏｻｷ                県立長田高校 高校（3）9 28332

寺石　怜矢            ﾃﾗｲｼ ﾄｷﾔ                県立長田高校 高校（3）10 28332

細野　鷹杜            ﾎｿﾉ ﾀｶﾄ                 県立長田高校 高校（2）11 28332

川木　颯太            ｶﾜｷ ｿｳﾀ                 兵庫工業高校 高校（2）12 28347

桝田　悠斗            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ                須磨東高校 高校（2）13 28353

永木　聡大            ﾅｶﾞｷ ｿｳﾀ                県立星陵高校 高校（3）14 28365

岡本　健志 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 尼崎小田高校 高校（1）15 28382

遠藤　　稜            ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ               明石城西高校 高校（2）16 28396

三田村賢太            ﾐﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ                市立葺合高校 高校（3）17 28503

有留　愛樹            ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ             市立尼崎高校 高校（3）18 28507

高須加大和            ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ                市立尼崎高校 高校（1）19 28507

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）20 28507

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

増井　晃汰            ﾏｽｲ ｺｳﾀ                 市立尼崎高校 高校（3）22 28507

稲井　響己            ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ                市川高校 高校（3）23 28602

西尾　太希            ﾆｼｵ ﾀｲｷ                 市川高校 高校（1）24 28602

大崎　達也            ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ                滝川高校 高校（2）25 28604

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                イトマン川西 高校（2）26 28801

下村　直輝            ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ                イトマン川西 高校（2）27 28801

西垣　祐輝            ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ               イトマン川西 中学（3）28 28801

伊藤　陸人            ｲﾄｳ ﾘｸﾄ                 イトマン川西 中学（3）29 28801

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 中学（3）30 28801

小野　幹太            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  イトマン川西 中学（1）31 28801

野々村恭乙            ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷﾄ                イトマン川西 小学（4）32 28801

馬場　冬真            ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ               イトマン川西 小学（6）33 28801

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 小学（6）34 28805

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（2）35 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 小学（5）36 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 中学（2）37 28805

亀田　大誠            ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ               塚口ＳＳ 中学（3）38 28805

菅野　陽日            ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ三木 小学（4）39 28810

菅野　広大            ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ              ＪＳＳ三木 小学（6）40 28810

安福　拓海            ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ                ＪＳＳ三木 小学（4）41 28810

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）42 28812

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 小学（6）43 28814

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               コナミ東加古 小学（5）44 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（4）45 28814

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              コナミ東加古 小学（5）46 28814

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 小学（6）47 28814

幹　　悠甫            ﾐｷ ﾕｳｽｹ                 イトマン神戸 高校（1）48 28815

岡部　圭哉            ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ                イトマン神戸 中学（2）49 28815
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松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 中学（3）50 28817

山下　翔太            ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ西紀 小学（6）51 28817

井貝　比翼            ｲｶｲ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ西紀 小学（5）52 28817

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＴＸ明石 小学（3）53 28819

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 小学（6）54 28820

吉田　伊織            ﾖｼﾀﾞ ｲｵﾘ                イトマン西宮 小学（6）55 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 小学（5）56 28820

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（4）57 28822

藤尾　優輝            ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ                姫路スポーツ 小学（4）58 28822

板橋　飛翔            ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ                姫路スポーツ 小学（4）59 28822

髙瀬　慶太            ﾀｶｾ ｹｲﾀ                 姫路スポーツ 中学（1）60 28822

中浦　光紀            ﾅｶｳﾗ ﾐﾂｷ                姫路スポーツ 小学（5）61 28822

冨田　壮人            ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ                 姫路スポーツ 小学（2）62 28822

藤尾　和輝            ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（4）63 28822

山中　裕介            ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ               姫路スポーツ 小学（5）64 28822

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（4）65 28822

髙瀬　稜太            ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ                姫路スポーツ 中学（1）66 28822

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 小学（5）67 28824

勝部　太陽            ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ               コナミ西宮 小学（5）68 28824

河口　和樹            ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ              コナミ西宮 中学（1）69 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（3）70 28824

上田ﾃﾘｴﾝ亜良矢 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ            コナミ西宮 大学（2）71 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（1）72 28824

金本　祐伎            ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ                コナミ西宮 高校（2）73 28824

浦松　陽向            ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ                コナミ西宮 小学（4）74 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 小学（5）75 28824

末光　勇翔            ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ                コナミ明石 中学（2）76 28825

樽屋　賢汰            ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ                 コナミ明石 中学（2）77 28825

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）78 28825

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 小学（6）79 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（4）80 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（4）81 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（4）82 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（4）83 28825

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（4）84 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 小学（5）85 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 小学（6）86 28825

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（3）87 28826

江副　澪音            ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ                ＮＳＩパール 中学（1）88 28826

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）89 28828

安田　　櫂            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）90 28828

伊藤　光汰            ｲﾄｳ ｺｳﾀ                 ＮＳＩ本山 小学（6）91 28828

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）92 28829

川瀬　正浩            ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）93 28829

具志　一諒            ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）94 28829

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（5）95 28829

盛屋　朋樹            ﾓﾘﾔ ﾄﾓｷ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）96 28829

赤阪　侑真            ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）97 28829

勝　光史朗            ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）98 28829
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中西　　奏            ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）99 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）100 28829

村木　　力            ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）101 28829

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）102 28831

中野　礼人            ﾅｶﾉ ｱﾔﾄ                 ＫＴＶ垂水 中学（3）103 28831

池田康太郎            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              ＫＴＶ垂水 中学（3）104 28831

小林　修也            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ              ＫＴＶ垂水 中学（1）105 28831

前田　悠太            ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＫＴＶ垂水 中学（1）106 28831

岡田　康来            ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ                姫路ＳＳ 小学（3）107 28838

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）108 28838

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（4）109 28838

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 小学（4）110 28838

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                姫路ＳＳ 小学（3）111 28838

藤野　聖也            ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ                姫路ＳＳ 中学（1）112 28838

藤井　祐太            ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ                姫路ＳＳ 高校（2）113 28838

松本　拓己            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ                姫路ＳＳ 小学（5）114 28838

村上健太郎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路ＳＳ 中学（3）115 28838

岡田　直樹            ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ                姫路ＳＳ 小学（6）116 28838

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（3）117 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 中学（2）118 28838

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               姫路ＳＳ 中学（1）119 28838

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）120 28840

福田　裕輝            ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ                Ｎ Ｓ Ｉ 高校（2）121 28840

澁谷　鉄人            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ               Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）122 28840

頼田　優史            ﾖﾘﾀ ﾕｳｼ                 ＪＳＳニホー 小学（4）123 28849

金井　大和            ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳニホー 小学（5）124 28849

下川　颯斗            ｼﾓｶﾜ ﾘｭｳﾄ               ＪＳＳニホー 中学（1）125 28849

小林　拓樹            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾅ               ＪＳＳニホー 中学（3）126 28849

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）127 28855

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                神鉄ＳＳ 小学（5）128 28857

芝　　玄守            ｼﾊﾞ ｸﾛｽ                 神鉄ＳＳ 小学（6）129 28857

重永　聡真            ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ              神鉄ＳＳ 中学（2）130 28857

駒井　慶輔            ｺﾏｲ ｹｲｽｹ                神鉄ＳＳ 中学（3）131 28857

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 中学（1）132 28860

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（3）133 28860

藤田　青海            ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ               コナミ三田 中学（1）134 28860

森田　海里            ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ                 コナミ三田 小学（4）135 28860

青木　敦士            ｱｵｷ ｱﾂｼ                 ＧＵＮＺＥ 中学（3）136 28867

桜井　研弥            ｻｸﾗｲ ｹﾝﾔ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）137 28867

小野田　零            ｵﾉﾀﾞ ﾚｲ                 ＧＵＮＺＥ 小学（1）138 28867

井上　慈瑛            ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ               ニスポ上郡 中学（1）139 28871

井上　賢斗            ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ                ニスポ上郡 高校（1）140 28871

土塔　悟司            ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ                ＳＵＮ網干 高校（2）141 28872

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  ＳＵＮ網干 高校（3）142 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 高校（1）143 28872

金田　渉夢            ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ                イトマン三田 小学（6）144 28874

山元　颯真            ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ                イトマン三田 小学（4）145 28874

島崎　晃樹            ｼﾏｻｷ ｺｳｷ                ＪＳＳ姫路 小学（5）146 28875

上田　蒼真            ｳｴﾀﾞ ｿｳﾏ                ＪＳＳ姫路 小学（6）147 28875
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安田　夏唯            ﾔｽﾀﾞ ｶｲ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）148 28876

佐伯　勇輔            ｻｴｷ ﾕｳｽｹ                イトマン西神 高校（2）149 28880

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（2）150 28880

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                イトマン西神 中学（1）151 28880

惣田　真斗            ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ                イトマン西神 中学（2）152 28880

赤坂　太成            ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 中学（1）153 28880

神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 イトマン西神 中学（1）154 28880

松居　　駿            ﾏﾂｲ ｼｭﾝ                 MacS武庫川 中学（3）155 28881

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（6）156 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 中学（1）157 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 中学（1）158 28881

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 中学（2）159 28881

原　　諒成            ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ                こうでら 小学（6）160 28883

深澤　友哉            ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ               こうでら 中学（2）161 28883

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（6）162 28883

原　　正磨            ﾊﾗ ｼｮｳﾏ                 こうでら 小学（5）163 28883

石垣　凜斗            ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ               こうでら 小学（6）164 28883

深澤　晃太            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ               こうでら 小学（5）165 28883

中島　寛太            ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ                こうでら 小学（4）166 28883

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（5）167 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 中学（1）168 28892

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 高校（1）169 28892

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（4）170 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（3）171 28892

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ニスポ小野 小学（5）172 28895

河合　仁楠            ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ                ニスポ小野 小学（3）173 28895

藤原　旦光            ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ               ニスポ小野 中学（2）174 28895

長谷川士朗            ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ               ニスポ小野 中学（1）175 28895

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（3）176 28898

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（3）177 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（3）178 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（4）179 28898

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 小学（5）180 28901

中尾　光佑            ﾅｶｵ ｺｳｽｹ                一宮ＳＳ 中学（1）181 28901

志水　涼太            ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ               一宮ＳＳ 小学（6）182 28901

南　　勇希            ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                 一宮ＳＳ 小学（4）183 28901

中川　育海            ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ               Ａｑ相生 小学（5）184 28904

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（5）185 28904

久田　雄太            ﾋｻﾀﾞ ﾕｳﾀ                赤穂ＳＳ 中学（3）186 28910

是兼　拓真            ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ                赤穂ＳＳ 高校（2）187 28910

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）188 28920

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）189 28921

西村　心結            ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）190 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）191 28921

藤波　海成            ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲｾｲ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）192 28921

堀井　湧斗            ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）193 28921

平山　　駿            ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）194 28921

柚木　　仁            ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）195 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）196 28921
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洲﨑　透真            ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）197 28921

中村　駿斗            ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）198 28921

三村　海里            ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ                 甲南大学 大学（2）199 50008

佐藤　魁統            ｻﾄｳ ｶｲﾄ                 甲南大学 大学（2）200 50008

山本善太郎            ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ              甲南大学 大学（2）201 50008
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横川　　岳            ﾖｺｶﾞﾜ ｶﾞｸ               大久保中学 中学（2）1 28086

横野　晟也            ﾖｺﾉ ﾏｻﾔ                 姫路商業高校 高校（1）2 28309

堀　　敬貴            ﾎﾘ ｲﾂｷ                  姫路商業高校 高校（1）3 28309

檜尾　優樹            ﾋﾉｷｵ ﾏｻｷ                県立長田高校 高校（3）4 28332

山田　翔太            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ               市立尼崎高校 高校（2）5 28507

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 中学（1）6 28801

小野　幹太            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  イトマン川西 中学（1）7 28801

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 中学（2）8 28805

坂本　陽彩            ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ                塚口ＳＳ 高校（2）9 28805

上田ﾃﾘｴﾝ亜良矢 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ            コナミ西宮 大学（2）10 28824

森本　貴大            ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ                コナミ明石 高校（1）11 28825

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              コナミ明石 中学（3）12 28825

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（3）13 28826

星加龍之介            ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ              ＮＳＩパール 中学（3）14 28826

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ             ＮＳＩ本山 高校（1）15 28828

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）16 28829

盛屋　朋樹            ﾓﾘﾔ ﾄﾓｷ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）17 28829

藤井　祐太            ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ                姫路ＳＳ 高校（2）18 28838

村上健太郎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路ＳＳ 中学（3）19 28838

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 中学（3）20 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 中学（2）21 28838

末永　航揮            ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ               伊丹有岡ＳＳ 中学（3）22 28855

牟田　昇平            ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ                コナミ三田 高校（2）23 28860

青木　敦士            ｱｵｷ ｱﾂｼ                 ＧＵＮＺＥ 中学（3）24 28867

井上　慈瑛            ｲﾉｳｴ ｼﾞｴｲ               ニスポ上郡 中学（1）25 28871

宗利　昌哉            ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ                ＳＵＮ網干 高校（2）26 28872

上田隆ノ介            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＳＵＮ網干 高校（1）27 28872

小峯　力輝            ｺﾐﾈ ﾘｷ                  ＳＵＮ網干 高校（3）28 28872

松尾　祐紀            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 イトマン西神 小学（6）29 28880

神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 イトマン西神 中学（1）30 28880

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                イトマン西神 中学（1）31 28880

児玉　俊二            ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ              イトマン西神 中学（2）32 28880

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 中学（2）33 28881

松居　　駿            ﾏﾂｲ ｼｭﾝ                 MacS武庫川 中学（3）34 28881

草別　善應            ｸｻﾜｹ ｾﾞﾝﾉｳ              こうでら 中学（2）35 28883

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 小学（5）36 28904

久田　雄太            ﾋｻﾀﾞ ﾕｳﾀ                赤穂ＳＳ 中学（3）37 28910

三村　海里            ﾐﾑﾗ ｶｲﾘ                 甲南大学 大学（2）38 50008
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溝渕　聖乃            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｷﾖﾉ              府立住吉高校 高校（1）1 27040

戸田　陽和            ﾄﾀﾞ ﾋﾖﾘ                 スペックＳＣ 中学（1）2 27300

河村　実咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                スペックＳＣ 中学（3）3 27300

磯田　優衣            ｲｿﾀﾞ ﾕｲ                 スペックＳＣ 小学（5）4 27300

野口　琴音            ﾉｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                スペックＳＣ 中学（1）5 27300

黒土　紀佳            ｸﾛﾂﾁ ﾉﾘｶ                スペックＳＣ 小学（5）6 27300

南田　歩香            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ               スペックＳＣ 小学（4）7 27300

田中　　菖            ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ                 NSI Taiken 中学（3）8 27400

髙橋 M 小百合 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｱﾝﾅｻﾕﾘ           NSI Taiken 小学（6）9 27400

福浪　彩葵            ﾌｸﾅﾐ ｻｷ                 NSI Taiken 小学（2）10 27400

森　こころ            ﾓﾘ ｺｺﾛ                  NSI Taiken 中学（1）11 27400

吉ノ元美優            ﾖｼﾉﾓﾄ ﾐﾕｳ               NSI Taiken 小学（6）12 27400

中塚　彩愛            ﾅｶﾂｶ ｻﾅ                 NSI Taiken 小学（4）13 27400

池田すみれ            ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ                NSI Taiken 小学（6）14 27400

中野　美玲            ﾅｶﾉ ﾐﾚｲ                 NSI Taiken 小学（6）15 27400

森田　毬愛            ﾓﾘﾀ ﾏﾘｱ                 NSI Taiken 小学（4）16 27400

吉ノ元心美            ﾖｼﾉﾓﾄ ｺｺﾐ               NSI Taiken 小学（4）17 27400

丸山　実紅            ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ                 NSI Taiken 小学（3）18 27400

佐藤　碧衣            ｻﾄｳ ｱｵｲ                 NSI Taiken 小学（5）19 27400

今岡　綾音            ｲﾏｵｶ ｱﾔﾈ                大久保中学 中学（2）20 28086

東谷　満菜            ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾏﾅ               伊丹西高校 高校（3）21 28307

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（3）22 28309

荒木　麻衣            ｱﾗｷ ﾏｲ                  姫路商業高校 高校（1）23 28309

内藤　碧音            ﾅｲﾄｳ ｱｵﾈ                県立長田高校 高校（2）24 28332

谷　　萌子            ﾀﾆ ﾓｴｺ                  県立長田高校 高校（1）25 28332

塩津　穂夏            ｼｵﾂ ﾎﾉｶ                 県立長田高校 高校（1）26 28332

山口　璃子            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ                県立長田高校 高校（1）27 28332

今後　　悠            ｲﾏｺﾞ ﾊﾙｶ                県立長田高校 高校（2）28 28332

福井さやか            ﾌｸｲ ｻﾔｶ                 県立長田高校 高校（2）29 28332

籔本　美月            ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾐﾂｷ               神戸鈴蘭台高 高校（2）30 28342

菅原　優夏            ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               兵庫工業高校 高校（1）31 28347

糸島　　望            ｲﾄｼﾏ ﾉｿﾞﾐ               兵庫工業高校 高校（3）32 28347

泉　　茉宥            ｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ                県立舞子高校 高校（3）33 28367

有田　七姫            ｱﾘﾀ ﾅﾅﾐ                 須磨友が丘高 高校（2）34 28370

熊副こはる            ｸﾏｿﾞｴ ｺﾊﾙ               須磨友が丘高 高校（3）35 28370

長倉　歩夢            ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾕﾑ               西脇工業高校 高校（2）36 28380

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（2）37 28380

山尾　理菜            ﾔﾏｵ ﾘﾅ                  尼崎小田高校 高校（3）38 28382

田中　潤美            ﾀﾅｶ ｳﾙﾐ                 尼崎小田高校 高校（1）39 28382

田中　響希            ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ                尼崎小田高校 高校（3）40 28382

池田　沙椰            ｲｹﾀﾞ ｻﾔ                 尼崎小田高校 高校（3）41 28382

吉田未紗紀            ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ                明石清水高校 高校（2）42 28385

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）43 28385

辻　　柚渚            ﾂｼﾞ ﾕｽﾞﾅ                明石城西高校 高校（1）44 28396

村田はるか            ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ                 西脇高校 高校（3）45 28398

森本　真衣            ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ                 西脇高校 高校（3）46 28398

坂本　郁未            ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ                西脇高校 高校（2）47 28398

半井　千智            ﾊﾝｲ ﾁｻﾄ                 市立葺合高校 高校（3）48 28503

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（2）49 28507
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奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）50 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）51 28507

小林　茉由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ                市立尼崎高校 高校（3）52 28507

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）53 28507

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）54 28507

新屋　真桜            ｼﾝﾔ ﾏｵ                  六甲アイ高校 高校（2）55 28508

山本　有紗            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ                六甲アイ高校 高校（3）56 28508

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                須磨翔風高校 高校（1）57 28509

和田　千夏            ﾜﾀﾞ ﾁﾅﾂ                 雲雀丘学園高 高校（3）58 28631

吉海　祐摩            ﾖｼｶｲ ﾕﾏ                 雲雀丘学園高 高校（2）59 28631

黒木　優愛            ｸﾛｷ ﾕｳｱ                 イトマン川西 小学（5）60 28801

西山　もえ            ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ                 イトマン川西 小学（6）61 28801

大本　歩花            ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ                イトマン川西 小学（5）62 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）63 28801

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）64 28801

秋庭ひなた            ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン川西 小学（5）65 28801

石川　誠子            ｲｼｶﾜ ｾｲｺ                イトマン川西 小学（4）66 28801

玉村　晴紀            ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）67 28805

吉岡　詩涼            ﾖｼｵｶ ｼｽﾞ                塚口ＳＳ 小学（6）68 28805

溝口　悠夏            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｶ              塚口ＳＳ 小学（6）69 28805

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）70 28805

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）71 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 小学（5）72 28805

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                塚口ＳＳ 高校（3）73 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 小学（5）74 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 小学（5）75 28805

長﨑　　葵            ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ               塚口ＳＳ 小学（5）76 28805

上中　眞依            ｳｴﾅｶ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 高校（3）77 28805

栗城　梨穂            ｸﾘｷ ﾘﾎ                  塚口ＳＳ 中学（3）78 28805

皐月　　涼            ｻﾂｷ ｽｽﾞ                 塚口ＳＳ 小学（5）79 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）80 28805

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 塚口ＳＳ 中学（1）81 28805

長谷川結子            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ               塚口ＳＳ 小学（4）82 28805

栫　なるみ            ｶｺｲ ﾅﾙﾐ                 塚口ＳＳ 高校（3）83 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（5）84 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（4）85 28805

河野　真奈            ｶﾜﾉ ﾏﾅ                  塚口ＳＳ 小学（4）86 28805

楠田　玲弓            ｸｽﾀﾞ ﾚﾐ                 市川洗心館 小学（5）87 28806

高尾　桜奈            ﾀｶｵ ｻﾅ                  市川洗心館 小学（5）88 28806

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（5）89 28806

楠田　真子            ｸｽﾀﾞ ﾏｺ                 市川洗心館 高校（3）90 28806

若畑　侑珠            ﾜｶﾊﾀ ﾕｳﾐ                市川洗心館 小学（4）91 28806

難波　実央            ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ                 市川洗心館 高校（2）92 28806

浦上　乃愛            ｳﾗｶﾐ ﾉｱ                 ＪＳＳ三木 小学（5）93 28810

金井　未来            ｶﾅｲ ﾐｸ                  ＪＳＳ三木 小学（3）94 28810

片嶋　咲羽            ｶﾀｼﾏ ｻﾜ                 ＪＳＳ三木 小学（6）95 28810

進藤　凪沙            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ              ＪＳＳ三木 中学（3）96 28810

ニノ方陽菜            ﾆﾉｶﾀ ﾋﾅ                 ＪＳＳ三木 中学（1）97 28810

大上　美里            ｵｵｳｴ ﾐｻﾄ                ＪＳＳ三木 小学（5）98 28810
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片嶋　悠那            ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ                 ＪＳＳ三木 小学（3）99 28810

石﨑帆乃果            ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ               ＪＳＳ三木 小学（4）100 28810

久保田帆南            ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ                 コナミ東加古 小学（6）101 28814

池田　琴乃            ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ                コナミ東加古 小学（4）102 28814

杉本　彩乃            ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾉ               コナミ東加古 中学（3）103 28814

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                コナミ東加古 中学（2）104 28814

藤井　娃衣            ﾌｼﾞｲ ｱｲ                 コナミ東加古 小学（5）105 28814

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 コナミ東加古 小学（4）106 28814

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 小学（5）107 28814

奥　　陽菜            ｵｸ ﾊﾙﾅ                  イトマン神戸 小学（5）108 28815

黒佐なつみ            ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ                 イトマン神戸 小学（5）109 28815

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（6）110 28815

小田　　華            ｵﾀﾞ ﾊﾅ                  イトマン神戸 小学（5）111 28815

西川　真央            ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（3）112 28815

沖山　七菜            ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ                 イトマン神戸 小学（6）113 28815

土井　千智            ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ                 イトマン神戸 小学（3）114 28815

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（4）115 28815

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 イトマン神戸 高校（3）116 28815

森多　真生            ﾓﾘﾀ ﾏｳ                  ＮＳＩ西紀 高校（3）117 28817

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（2）118 28820

西本　菜樹            ﾆｼﾓﾄ ﾅﾂｷ                イトマン西宮 小学（2）119 28820

平岡　由莉            ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ                 イトマン西宮 小学（5）120 28820

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 小学（4）121 28820

松田　舞美            ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲﾐ                イトマン西宮 中学（1）122 28820

赤坂　夢来            ｱｶｻｶ ﾕﾅ                 イトマン西宮 小学（3）123 28820

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 イトマン西宮 小学（3）124 28820

冨田　帆夏            ﾄﾐﾀ ﾎﾅﾂ                 イトマン西宮 小学（5）125 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（5）126 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（3）127 28820

原　　優季            ﾊﾗ ﾕｳｷ                  イトマン西宮 小学（6）128 28820

小林　幸愛            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ               姫路スポーツ 小学（6）129 28822

加野　柚葉            ｶﾉ ﾕｽﾞﾊ                 姫路スポーツ 小学（6）130 28822

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 小学（5）131 28822

治田　柚菜            ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ               姫路スポーツ 中学（2）132 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（5）133 28822

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（3）134 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（3）135 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（4）136 28824

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 小学（4）137 28824

中筋　梨緒            ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ                コナミ西宮 中学（2）138 28824

衛門　麗未            ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ                コナミ西宮 中学（3）139 28824

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（1）140 28824

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（6）141 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（3）142 28824

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  コナミ西宮 小学（5）143 28824

水上　仁乃            ﾐｽﾞｶﾐ ﾆﾉ                コナミ西宮 小学（5）144 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（6）145 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）146 28824

木村　瑠華            ｷﾑﾗ ﾙｶ                  コナミ明石 小学（5）147 28825
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勝部ちなり            ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ                コナミ明石 小学（4）148 28825

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（6）149 28825

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（2）150 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 小学（5）151 28825

岡田　璃子            ｵｶﾀﾞ ﾘｺ                 コナミ明石 小学（5）152 28825

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）153 28826

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）154 28826

松田　沙希            ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ                 ＮＳＩ本山 小学（6）155 28828

西山　　萌            ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）156 28828

西山　　暖            ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ本山 中学（1）157 28828

石金和花菜            ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ                ＮＳＩ本山 小学（6）158 28828

谷山　桜子            ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ               ＮＳＩ本山 小学（6）159 28828

荒木　美優            ｱﾗｷ ﾐﾕ                  ＮＳＩ本山 中学（1）160 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 小学（5）161 28828

武田菜々美            ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 小学（6）162 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 小学（5）163 28828

岩木　朱乃            ｲﾜｷ ｱｹﾉ                 ＮＳＩ本山 中学（2）164 28828

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                ＮＳＩ本山 中学（3）165 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）166 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）167 28828

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 ＮＳＩ本山 中学（1）168 28828

花田　真思            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ                ＮＳＩ本山 中学（2）169 28828

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（2）170 28828

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 ＮＳＩ本山 高校（1）171 28828

松本　　萌            ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ本山 高校（1）172 28828

南　　侑愛            ﾐﾅﾐ ﾕｱ                  ＪＳＳ宝塚 小学（3）173 28829

森口　真衣            ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）174 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）175 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）176 28829

北村　安梨            ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）177 28829

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）178 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）179 28829

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）180 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）181 28829

中田　実佑            ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）182 28829

中ノ瀨結菜            ﾅｶﾉｾ ﾕﾅ                 ＫＴＶ垂水 小学（4）183 28831

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（2）184 28831

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（3）185 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）186 28831

坂部　日美            ｻｶﾍﾞ ﾋﾋﾞ                ＫＴＶ垂水 小学（5）187 28831

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 中学（1）188 28831

松本　花佳            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                ＫＴＶ垂水 中学（1）189 28831

山根　麻琴            ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ                 姫路ＳＳ 小学（6）190 28838

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 小学（6）191 28838

熊田　日和            ｸﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ                姫路ＳＳ 小学（6）192 28838

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 小学（6）193 28838

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（3）194 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 小学（4）195 28838

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 小学（5）196 28838
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新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）197 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）198 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）199 28840

北見　茉暖            ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）200 28840

西崎万弥乃            ﾆｼｻﾞｷ ﾏﾔﾉ               Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）201 28840

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）202 28840

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）203 28840

中尾　美咲            ﾅｶｵ ﾐｻｷ                 西脇天神池 小学（6）204 28845

中西　　想            ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ                西脇天神池 中学（1）205 28845

衣笠　海音            ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ               ＳＵＮ姫路 中学（1）206 28848

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）207 28849

伊井莉依花            ｲｲ ﾘｲｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）208 28849

山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳニホー 小学（6）209 28849

岡﨑　明希            ｵｶｻﾞｷ ｱｷ                ＪＳＳニホー 小学（6）210 28849

塔野　沙紀            ﾄｳﾉ ｻｷ                  ＪＳＳニホー 小学（5）211 28849

下川　遥香            ｼﾓｶﾜ ﾊﾙｶ                ＪＳＳニホー 小学（5）212 28849

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）213 28849

吉澤　果音            ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾉﾝ               ＪＳＳニホー 小学（4）214 28849

久川あいり            ﾋｻｶﾜ ｱｲﾘ                ＪＳＳニホー 小学（5）215 28849

和田　茉紘            ﾜﾀﾞ ﾏﾋﾛ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（2）216 28855

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）217 28855

飯野　理子            ｲｲﾉ ﾘｺ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（3）218 28855

平井　恭香            ﾋﾗｲ ｷｮｳｶ                伊丹有岡ＳＳ 高校（3）219 28855

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 神鉄ＳＳ 中学（3）220 28857

栗原みなみ            ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅﾐ                神鉄ＳＳ 中学（2）221 28857

大西　真央            ｵｵﾆｼ ﾏｵ                 神鉄ＳＳ 中学（3）222 28857

有馬　寧花            ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ                神鉄ＳＳ 中学（3）223 28857

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（3）224 28860

中前　　稔            ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ                コナミ三田 小学（5）225 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（2）226 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（3）227 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（2）228 28860

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（3）229 28860

西畑　秋甫            ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ                尼崎市スポ振 小学（6）230 28865

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 小学（5）231 28865

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 小学（5）232 28865

渡瀬夢花里            ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ                 尼崎市スポ振 中学（1）233 28865

山本　梨夏            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ                 ＧＵＮＺＥ 中学（1）234 28867

中　　彩佳            ﾅｶ ｻﾔｶ                  ＧＵＮＺＥ 高校（1）235 28867

田中　稀琳            ﾀﾅｶ ｷﾘﾝ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）236 28867

米原　賀琉            ﾖﾈﾊﾗ ｶﾙ                 ＧＵＮＺＥ 中学（1）237 28867

山口愛利生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ               ヒラＳＳ 小学（3）238 28873

山元　琴羽            ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ                イトマン三田 小学（5）239 28874

水野　果穂            ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（5）240 28874

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（3）241 28874

伊藤あや乃            ｲﾄｳ ｱﾔﾉ                 イトマン三田 小学（5）242 28874

宮前　咲乃            ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ                ＪＳＳ姫路 中学（3）243 28875

榮　　心愛            ｻｶｴ ｺｺｱ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）244 28875

小西悠加里            ｺﾆｼ ﾕｶﾘ                 ＮＳＩ豊岡 高校（3）245 28876
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金納　恋海            ｶﾉｳ ｺｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）246 28876

宮崎　青葉            ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）247 28880

伊藤　玲奈            ｲﾄｳ ﾚﾅ                  イトマン西神 小学（3）248 28880

宮崎　若葉            ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）249 28880

佐藤　由衣            ｻﾄｳ ﾕｲ                  イトマン西神 小学（4）250 28880

津田　もも            ﾂﾀﾞ ﾓﾓ                  イトマン西神 小学（4）251 28880

藤川ひまり            ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ               イトマン西神 小学（4）252 28880

山本　未来            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ                 イトマン西神 小学（4）253 28880

楽前　　怜            ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ                イトマン西神 小学（4）254 28880

松崎　　愛            ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ                イトマン西神 小学（5）255 28880

萩尾　柚衣            ﾊｷﾞｵ ﾕｲ                 イトマン西神 小学（5）256 28880

原田　愛子            ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ                イトマン西神 小学（5）257 28880

田中　萌生            ﾀﾅｶ ﾒｲ                  イトマン西神 小学（5）258 28880

平木　成美            ﾋﾗｷ ﾅﾙﾐ                 イトマン西神 中学（2）259 28880

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）260 28880

山中のどか            ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ               イトマン西神 小学（6）261 28880

廣岡　　怜            ﾋﾛｵｶ ﾚｲ                 イトマン西神 小学（4）262 28880

佐藤　　瞳            ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ                 イトマン西神 中学（1）263 28880

山田　光玲            ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ                イトマン西神 小学（4）264 28880

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（6）265 28881

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（5）266 28881

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（3）267 28883

和田　杏優            ﾜﾀﾞ ｱﾕ                  こうでら 小学（6）268 28883

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（4）269 28883

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（5）270 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（4）271 28883

岡崎　　佳            ｵｶｻﾞｷ ｹｲ                こうでら 小学（5）272 28883

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（4）273 28883

国貞　愛佳            ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）274 28888

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）275 28888

岡村　咲希            ｵｶﾑﾗ ｻｷ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）276 28888

今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Ａｑ・Ｓｐ 小学（2）277 28888

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（4）278 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）279 28888

堀江　成葉            ﾎﾘｴ ﾅﾙﾊ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（1）280 28888

丸井　花音            ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）281 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）282 28888

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）283 28888

菅　　愛歩            ｶﾝ ｱｲﾎ                  ＮＳＩ津名 小学（4）284 28892

西村　伶音            ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ                ニスポ小野 小学（4）285 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（6）286 28895

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 中学（1）287 28895

福本　陽菜            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ                ニスポ小野 小学（6）288 28895

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ニスポ小野 小学（4）289 28895

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）290 28895

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 小学（5）291 28898

船引優里奈            ﾌﾅﾋﾞｷ ﾕﾘﾅ               佐用ＳＳ 小学（3）292 28898

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（5）293 28901

後藤　瑠里            ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ                 Ａｑ神河 小学（6）294 28903
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榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（6）295 28903

大畑　文乃            ｵｵﾊﾀ ｱﾔﾉ                Ａｑ神河 中学（1）296 28903

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                Ａｑ神河 小学（5）297 28903

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               Ａｑ相生 高校（2）298 28904

矢橋　葉名            ﾔﾊﾞｼ ﾊﾅ                 Ａｑ相生 小学（6）299 28904

宮城　　和            ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ               Ａｑ相生 小学（6）300 28904

西久保夕菜            ﾆｼｸﾎﾞ ﾕﾅ                Ａｑ相生 中学（1）301 28904

柳生　笑利            ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ                Ａｑ相生 中学（3）302 28904

松岡　優奈            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ                Ａｑ相生 小学（5）303 28904

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 中学（1）304 28904

中川　知優            ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ               赤穂ＳＳ 小学（6）305 28910

舩本　愛子            ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ                赤穂ＳＳ 中学（2）306 28910

松原　沙奈            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾅ                赤穂ＳＳ 中学（1）307 28910

礒野たまみ            ｲｿﾉ ﾀﾏﾐ                 神戸北町Vivo 小学（6）308 28914

吉田　涼香            ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ               神戸北町Vivo 中学（1）309 28914

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）310 28920

前橋　　空            ﾏｴﾊｼ ｿﾗ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（6）311 28920

前橋　優衣            ﾏｴﾊｼ ﾕｲ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（5）312 28920

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）313 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）314 28921

森　　絆菜            ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）315 28921

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）316 28921

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）317 28921

椋本　　掬            ﾑｸﾓﾄ ｷｸ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）318 28921

堤田　水輝            ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）319 28921

小林　天果            ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾝｶ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）320 28921

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）321 28921

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）322 28921

平山　夏生            ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂｷ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）323 28921

西海　穂泉            ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）324 28921

松井美依佳            ﾏﾂｲ ﾐｲｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）325 28921

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ＳＴ淡路 中学（1）326 28926

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ＳＴ淡路 中学（2）327 28926

竹谷　結羽            ﾀｹﾀﾆ ﾕｳ                 ＳＴ淡路 小学（5）328 28926

登日ひな乃            ﾄﾋﾞ ﾋﾅﾉ                 ＳＴ淡路 小学（5）329 28926

西田　千咲            ﾆｼﾀﾞ ﾁｻ                 ＳＴ淡路 小学（5）330 28926
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溝渕　聖乃            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｷﾖﾉ              府立住吉高校 高校（1）1 27040

南田　歩香            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ               スペックＳＣ 小学（4）2 27300

戸田　陽和            ﾄﾀﾞ ﾋﾖﾘ                 スペックＳＣ 中学（1）3 27300

野口　琴音            ﾉｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                スペックＳＣ 中学（1）4 27300

山本　恵真            ﾔﾏﾓﾄ ｴﾏ                 スペックＳＣ 中学（1）5 27300

河村　実咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                スペックＳＣ 中学（3）6 27300

磯田　優衣            ｲｿﾀﾞ ﾕｲ                 スペックＳＣ 小学（5）7 27300

森　こころ            ﾓﾘ ｺｺﾛ                  NSI Taiken 中学（1）8 27400

髙橋 M 小百合 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｱﾝﾅｻﾕﾘ           NSI Taiken 小学（6）9 27400

中野　美玲            ﾅｶﾉ ﾐﾚｲ                 NSI Taiken 小学（6）10 27400

池田すみれ            ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ                NSI Taiken 小学（6）11 27400

中塚　彩愛            ﾅｶﾂｶ ｻﾅ                 NSI Taiken 小学（4）12 27400

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                西代中学 中学（2）13 28070

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                西代中学 中学（1）14 28070

岸上　真珠            ｷｼｶﾞﾐ ﾏｺﾄ               大久保中学 中学（2）15 28086

尾﨑　加奈            ｵｻｷ ｶﾅ                  大久保中学 中学（2）16 28086

汐江菜都穂            ｼｵｴ ﾅﾂﾎ                 県立赤穂高校 高校（2）17 28308

山口　　夏            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂ                姫路商業高校 高校（3）18 28309

廣谷　瑠花            ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ                 姫路商業高校 高校（3）19 28309

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（2）20 28309

北村　　萌            ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ                 姫路商業高校 高校（2）21 28309

荒木　麻衣            ｱﾗｷ ﾏｲ                  姫路商業高校 高校（1）22 28309

田村茉莉花            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ                 洲本高校 高校（3）23 28311

森　日菜子            ﾓﾘ ﾋﾅｺ                  洲本高校 高校（2）24 28311

奈良　悠花            ﾅﾗ ﾊﾙｶ                  洲本高校 高校（1）25 28311

岸澤　南帆            ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ                県立長田高校 高校（3）26 28332

菅原　優夏            ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               兵庫工業高校 高校（1）27 28347

田中　優衣            ﾀﾅｶ ﾕｲ                  県立舞子高校 中学（3）28 28367

片山　柚希            ｶﾀﾔﾏ ﾕｽﾞｷ               県立舞子高校 高校（2）29 28367

泉　　茉宥            ｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ                県立舞子高校 高校（3）30 28367

有田　七姫            ｱﾘﾀ ﾅﾅﾐ                 須磨友が丘高 高校（2）31 28370

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（2）32 28380

田中　響希            ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ                尼崎小田高校 高校（3）33 28382

吉田未紗紀            ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ                明石清水高校 高校（2）34 28385

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 明石清水高校 高校（1）35 28385

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）36 28385

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）37 28385

辻　　柚渚            ﾂｼﾞ ﾕｽﾞﾅ                明石城西高校 高校（1）38 28396

山田　純菜            ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾅ                明石城西高校 高校（1）39 28396

半井　千智            ﾊﾝｲ ﾁｻﾄ                 市立葺合高校 高校（3）40 28503

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）41 28507

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）42 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）43 28507

小林　茉由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ                市立尼崎高校 高校（3）44 28507

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（2）45 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）46 28507

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）47 28507

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）48 28507

山本　有紗            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ                六甲アイ高校 高校（3）49 28508
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山根　瑠莉            ﾔﾏﾈ ﾙﾘ                  六甲アイ高校 高校（2）50 28508

南光有希乃            ﾅﾝｺｳ ﾕｷﾉ                須磨翔風高校 高校（2）51 28509

新山くるみ            ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ                須磨翔風高校 高校（1）52 28509

塩見　彩乃            ｼｵﾐ ｱﾔﾉ                 須磨翔風高校 高校（2）53 28509

足立　薫音            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ                三田松聖高校 高校（1）54 28606

谷向　花梨            ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ                イトマン川西 高校（2）55 28801

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（2）56 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）57 28801

栗城　梨穂            ｸﾘｷ ﾘﾎ                  塚口ＳＳ 中学（3）58 28805

上中　眞依            ｳｴﾅｶ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 高校（3）59 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 中学（2）60 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）61 28805

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                塚口ＳＳ 高校（3）62 28805

栫　なるみ            ｶｺｲ ﾅﾙﾐ                 塚口ＳＳ 高校（3）63 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 小学（5）64 28805

玉村　晴紀            ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）65 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（2）66 28805

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 塚口ＳＳ 中学（1）67 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（3）68 28805

溝口　悠夏            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｶ              塚口ＳＳ 小学（6）69 28805

片嶋　咲羽            ｶﾀｼﾏ ｻﾜ                 ＪＳＳ三木 小学（6）70 28810

進藤　凪沙            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ              ＪＳＳ三木 中学（3）71 28810

大上　美里            ｵｵｳｴ ﾐｻﾄ                ＪＳＳ三木 小学（5）72 28810

石﨑帆乃果            ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ               ＪＳＳ三木 小学（4）73 28810

平良　明彩            ﾀｲﾗ ｱｻ                  ＮＳＩ清和台 小学（6）74 28812

岡島　来実            ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ清和台 小学（6）75 28812

松田　夢歩            ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ                ＮＳＩ清和台 中学（2）76 28812

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 小学（5）77 28814

杉本　彩乃            ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾉ               コナミ東加古 中学（3）78 28814

森山　瑠々            ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ                 コナミ東加古 中学（3）79 28814

石田　実蕗            ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ               コナミ東加古 中学（1）80 28814

池田　琴乃            ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ                コナミ東加古 小学（4）81 28814

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                コナミ東加古 中学（2）82 28814

久保田帆南            ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ                 コナミ東加古 小学（6）83 28814

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 コナミ東加古 中学（2）84 28814

藤井　娃衣            ﾌｼﾞｲ ｱｲ                 コナミ東加古 小学（5）85 28814

中田　風香            ﾅｶﾀ ﾌｳｶ                 イトマン神戸 高校（3）86 28815

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（4）87 28815

沖山　七菜            ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ                 イトマン神戸 小学（6）88 28815

原　　優季            ﾊﾗ ﾕｳｷ                  イトマン西宮 小学（6）89 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 小学（5）90 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（5）91 28820

加野　柚葉            ｶﾉ ﾕｽﾞﾊ                 姫路スポーツ 小学（6）92 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（5）93 28822

治田　柚菜            ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ               姫路スポーツ 中学（2）94 28822

田畑　なる            ﾀﾊﾀ ﾅﾙ                  姫路スポーツ 中学（2）95 28822

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 高校（2）96 28824

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 高校（1）97 28824

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（1）98 28824
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中筋　梨緒            ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ                コナミ西宮 中学（2）99 28824

衛門　麗未            ｴﾓﾝ ﾂｸﾞﾐ                コナミ西宮 中学（3）100 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）101 28824

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（6）102 28825

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）103 28825

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（3）104 28825

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（2）105 28825

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（2）106 28825

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）107 28826

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）108 28826

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                ＮＳＩ本山 中学（3）109 28828

岩木　朱乃            ｲﾜｷ ｱｹﾉ                 ＮＳＩ本山 中学（2）110 28828

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 ＮＳＩ本山 中学（1）111 28828

田川ナナミ            ﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 小学（4）112 28828

髙須賀美紅            ﾀｶｽｶ ﾐｸ                 ＮＳＩ本山 中学（1）113 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 小学（5）114 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）115 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 小学（5）116 28828

田中真奈美            ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ                 ＮＳＩ本山 中学（2）117 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩ本山 中学（2）118 28828

武田菜々美            ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 小学（6）119 28828

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 ＮＳＩ本山 高校（1）120 28828

松本　真奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（2）121 28828

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）122 28829

中田　実佑            ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）123 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）124 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）125 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）126 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）127 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）128 28829

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（2）129 28831

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（3）130 28831

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（3）131 28831

中ノ瀨結菜            ﾅｶﾉｾ ﾕﾅ                 ＫＴＶ垂水 小学（4）132 28831

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 中学（1）133 28831

熊田　日和            ｸﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ                姫路ＳＳ 小学（6）134 28838

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 小学（6）135 28838

森下　未央            ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ                 姫路ＳＳ 中学（2）136 28838

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 小学（5）137 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 小学（4）138 28838

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）139 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）140 28840

北見　茉暖            ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）141 28840

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）142 28840

西浦　実桜            ﾆｼｳﾗ ﾐｵ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）143 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）144 28840

西崎万弥乃            ﾆｼｻﾞｷ ﾏﾔﾉ               Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）145 28840

大西くるみ            ｵｵﾆｼ ｸﾙﾐ                西脇天神池 高校（2）146 28845

中西　　想            ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ                西脇天神池 中学（1）147 28845
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西村　茂空            ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ                 西脇天神池 小学（6）148 28845

山﨑　真衣            ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ                ＳＵＮ姫路 中学（3）149 28848

衣笠　海音            ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ               ＳＵＮ姫路 中学（1）150 28848

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）151 28849

岡﨑　明希            ｵｶｻﾞｷ ｱｷ                ＪＳＳニホー 小学（6）152 28849

小林　未来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ                ＪＳＳニホー 高校（3）153 28849

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）154 28849

伊井莉依花            ｲｲ ﾘｲｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）155 28849

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（2）156 28849

和田　茉紘            ﾜﾀﾞ ﾏﾋﾛ                 伊丹有岡ＳＳ 中学（2）157 28855

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）158 28855

近間　未悠            ﾁｶﾏ ﾐﾕ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（2）159 28855

平井　恭香            ﾋﾗｲ ｷｮｳｶ                伊丹有岡ＳＳ 高校（3）160 28855

飯野　理子            ｲｲﾉ ﾘｺ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（3）161 28855

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 神鉄ＳＳ 中学（3）162 28857

石本　　佳            ｲｼﾓﾄ ｹｲ                 神鉄ＳＳ 中学（2）163 28857

山本　真子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ                 神鉄ＳＳ 高校（2）164 28857

有馬　寧花            ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ                神鉄ＳＳ 中学（3）165 28857

大西　真央            ｵｵﾆｼ ﾏｵ                 神鉄ＳＳ 中学（3）166 28857

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 小学（5）167 28865

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 小学（5）168 28865

森部　実梨            ﾓﾘﾍﾞ ﾐﾉﾘ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）169 28867

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 ＧＵＮＺＥ 小学（4）170 28867

中　　彩佳            ﾅｶ ｻﾔｶ                  ＧＵＮＺＥ 高校（1）171 28867

岡﨑　優依            ｵｶｻﾞｷ ﾕｲ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）172 28867

山本　梨夏            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶ                 ＧＵＮＺＥ 中学（1）173 28867

田澤　優衣            ﾀｻﾞﾜ ﾕｲ                 イトマン三田 高校（2）174 28874

山元　琴羽            ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ                イトマン三田 小学（5）175 28874

小田　彩花            ｵﾀﾞ ｲﾛﾊ                 ＪＳＳ姫路 中学（1）176 28875

金納　恋海            ｶﾉｳ ｺｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 中学（2）177 28876

平木　成美            ﾋﾗｷ ﾅﾙﾐ                 イトマン西神 中学（2）178 28880

萩尾　柚衣            ﾊｷﾞｵ ﾕｲ                 イトマン西神 小学（5）179 28880

切原　玉藻            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾏﾓ                イトマン西神 中学（3）180 28880

福田　　瞳            ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ                イトマン西神 大学（1）181 28880

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（6）182 28881

和田　杏優            ﾜﾀﾞ ｱﾕ                  こうでら 小学（6）183 28883

丸井　花音            ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）184 28888

野口　花音            ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）185 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）186 28888

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Ａｑ・Ｓｐ 中学（1）187 28888

山本　菜々            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（2）188 28892

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ニスポ小野 小学（4）189 28895

西村　伶音            ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ                ニスポ小野 小学（4）190 28895

三村　優奈            ﾐﾑﾗ ﾕﾅ                  ニスポ小野 中学（2）191 28895

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）192 28895

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 小学（5）193 28898

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（5）194 28901

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（3）195 28903

柳生　笑利            ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ                Ａｑ相生 中学（3）196 28904
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尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（2）197 28904

矢橋　葉名            ﾔﾊﾞｼ ﾊﾅ                 Ａｑ相生 小学（6）198 28904

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               Ａｑ相生 高校（2）199 28904

礒野たまみ            ｲｿﾉ ﾀﾏﾐ                 神戸北町Vivo 小学（6）200 28914

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）201 28920

前橋　　空            ﾏｴﾊｼ ｿﾗ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（6）202 28920

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）203 28921

松井野乃佳            ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）204 28921

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ＳＴ淡路 中学（2）205 28926
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戸田　陽和            ﾄﾀﾞ ﾋﾖﾘ                 スペックＳＣ 中学（1）1 27300

河村　芽美            ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ               スペックＳＣ 中学（3）2 27300

河村　実咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                スペックＳＣ 中学（3）3 27300

中野　美玲            ﾅｶﾉ ﾐﾚｲ                 NSI Taiken 小学（6）4 27400

藤　　　瞳            ﾄｳ ﾋﾄﾐ                  NSI Taiken 中学（3）5 27400

青戸　優依            ｱｵﾄ ﾕｲ                  NSI Taiken 中学（3）6 27400

森　こころ            ﾓﾘ ｺｺﾛ                  NSI Taiken 中学（1）7 27400

吉ノ元美優            ﾖｼﾉﾓﾄ ﾐﾕｳ               NSI Taiken 小学（6）8 27400

髙橋 M 小百合 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｱﾝﾅｻﾕﾘ           NSI Taiken 小学（6）9 27400

池田すみれ            ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ                NSI Taiken 小学（6）10 27400

尾﨑　加奈            ｵｻｷ ｶﾅ                  大久保中学 中学（2）11 28086

田中　優衣            ﾀﾅｶ ﾕｲ                  県立舞子高校 中学（3）12 28367

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）13 28385

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 明石清水高校 高校（1）14 28385

横山　未結            ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ                 明石清水高校 高校（1）15 28385

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 明石清水高校 高校（1）16 28385

山田　純菜            ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾅ                明石城西高校 高校（1）17 28396

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）18 28507

森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（3）19 28507

新谷　陽香            ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ                市立尼崎高校 高校（2）20 28507

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）21 28507

岡崎　加奈            ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ                市立尼崎高校 高校（3）22 28507

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）23 28507

櫻井　彩南            ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ                市立尼崎高校 高校（1）24 28507

新屋　真桜            ｼﾝﾔ ﾏｵ                  六甲アイ高校 高校（2）25 28508

今崎有貴歩            ｲﾏｻｷ ﾕｷﾎ                六甲アイ高校 高校（3）26 28508

河野　夏凜            ｺｳﾉ ｶﾘﾝ                 須磨翔風高校 高校（3）27 28509

井上　靖子            ｲﾉｳｴ ﾔｽｺ                須磨翔風高校 高校（2）28 28509

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）29 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）30 28801

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 高校（1）31 28801

内藤　　好            ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ                塚口ＳＳ 高校（3）32 28805

入江　七海            ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）33 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 中学（2）34 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）35 28805

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 塚口ＳＳ 中学（1）36 28805

長　佑宜子            ﾁｮｳ ﾕｷｺ                 塚口ＳＳ 高校（3）37 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 中学（2）38 28805

高尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 市川洗心館 中学（2）39 28806

難波　実央            ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ                 市川洗心館 高校（2）40 28806

楠田　玲弓            ｸｽﾀﾞ ﾚﾐ                 市川洗心館 小学（5）41 28806

ニノ方陽菜            ﾆﾉｶﾀ ﾋﾅ                 ＪＳＳ三木 中学（1）42 28810

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 中学（1）43 28810

山本　莉子            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）44 28812

森本ひなた            ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ                コナミ東加古 中学（2）45 28814

杉本　彩乃            ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾉ               コナミ東加古 中学（3）46 28814

石田　実蕗            ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ               コナミ東加古 中学（1）47 28814

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 コナミ東加古 中学（2）48 28814

久保田帆南            ｸﾎﾞﾀ ﾊﾅ                 コナミ東加古 小学（6）49 28814
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森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 小学（6）50 28815

沖山　七菜            ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ                 イトマン神戸 小学（6）51 28815

黒佐なつみ            ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ                 イトマン神戸 小学（5）52 28815

松田　舞美            ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲﾐ                イトマン西宮 中学（1）53 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（5）54 28820

治田　柚菜            ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ               姫路スポーツ 中学（2）55 28822

池内　優果            ｲｹｳﾁ ﾕｳｶ                姫路スポーツ 高校（3）56 28822

森　菜々子            ﾓﾘ ﾅﾅｺ                  コナミ西宮 高校（1）57 28824

笠松　百佳            ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 高校（2）58 28824

豊山　杏美            ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ                 コナミ西宮 中学（2）59 28824

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（2）60 28825

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（3）61 28825

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（6）62 28825

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）63 28826

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）64 28826

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）65 28828

西山　　暖            ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ本山 中学（1）66 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩ本山 中学（2）67 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 小学（5）68 28828

松田　沙希            ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ                 ＮＳＩ本山 小学（6）69 28828

北井ひかり            ｷﾀｲ ﾋｶﾘ                 ＮＳＩ本山 高校（1）70 28828

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（3）71 28829

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）72 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）73 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）74 28829

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）75 28829

中元　香心            ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳﾐ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）76 28829

荻野　亜美            ｵｷﾞﾉ ｱﾐ                 ＪＳＳ宝塚 高校（1）77 28829

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（3）78 28831

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（2）79 28831

森下　未央            ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ                 姫路ＳＳ 中学（2）80 28838

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 小学（6）81 28838

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 中学（3）82 28838

北見　茉暖            ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）83 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）84 28840

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）85 28840

新井　杏奈            ｱﾗｲ ｱﾝﾅ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）86 28840

西浦　実桜            ﾆｼｳﾗ ﾐｵ                 Ｎ Ｓ Ｉ 中学（3）87 28840

大西くるみ            ｵｵﾆｼ ｸﾙﾐ                西脇天神池 高校（2）88 28845

西村　茂空            ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ                 西脇天神池 小学（6）89 28845

山﨑　真衣            ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ                ＳＵＮ姫路 中学（3）90 28848

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 中学（1）91 28848

津田怜央菜            ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ                 ＳＵＮ姫路 中学（1）92 28848

宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（6）93 28848

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 小学（5）94 28848

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）95 28849

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）96 28849

宮城　　澪            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ                 ＪＳＳニホー 高校（2）97 28849

伊井莉依花            ｲｲ ﾘｲｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）98 28849
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山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳニホー 小学（6）99 28849

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（2）100 28849

近間　未悠            ﾁｶﾏ ﾐﾕ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（2）101 28855

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）102 28855

吉岡　祐希            ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（3）103 28857

大西　真央            ｵｵﾆｼ ﾏｵ                 神鉄ＳＳ 中学（3）104 28857

浅　麻菜美            ｱｻ ﾏﾅﾐ                  神鉄ＳＳ 中学（3）105 28857

石本　　佳            ｲｼﾓﾄ ｹｲ                 神鉄ＳＳ 中学（2）106 28857

山本　真子            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ                 神鉄ＳＳ 高校（2）107 28857

有馬　寧花            ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ                神鉄ＳＳ 中学（3）108 28857

宮内　郁実            ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾐ                神鉄ＳＳ 高校（3）109 28857

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（3）110 28871

大下　絢香            ｵｵｼﾀ ｱﾔｶ                ヒラＳＳ 高校（2）111 28873

金納　友海            ｶﾉｳ ﾕｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 高校（2）112 28876

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（5）113 28881

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（5）114 28883

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 こうでら 中学（2）115 28883

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（3）116 28883

岡崎　　佳            ｵｶｻﾞｷ ｹｲ                こうでら 小学（5）117 28883

和田　杏優            ﾜﾀﾞ ｱﾕ                  こうでら 小学（6）118 28883

清水　楓未            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）119 28888

野口　花音            ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ                Ａｑ・Ｓｐ 小学（6）120 28888

松村ひびき            ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ               ニスポ小野 小学（6）121 28895

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）122 28895

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 中学（1）123 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（6）124 28895

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（5）125 28901

尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（2）126 28904

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               Ａｑ相生 高校（2）127 28904

前橋　　空            ﾏｴﾊｼ ｿﾗ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（6）128 28920

前橋　優衣            ﾏｴﾊｼ ﾕｲ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（5）129 28920

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ＳＴ淡路 中学（1）130 28926
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青戸　優依            ｱｵﾄ ﾕｲ                  NSI Taiken 中学（3）1 27400

藤　　　瞳            ﾄｳ ﾋﾄﾐ                  NSI Taiken 中学（3）2 27400

中野　美玲            ﾅｶﾉ ﾐﾚｲ                 NSI Taiken 小学（6）3 27400

矢野　真穂            ﾔﾉ ﾏﾎ                   姫路商業高校 高校（3）4 28309

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（2）5 28309

岸澤　南帆            ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ                県立長田高校 高校（3）6 28332

下浦　菜月            ｼﾓｳﾗ ﾅﾂｷ                神戸鈴蘭台高 高校（2）7 28342

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）8 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）9 28507

岡崎　加奈            ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ                市立尼崎高校 高校（3）10 28507

今崎有貴歩            ｲﾏｻｷ ﾕｷﾎ                六甲アイ高校 高校（3）11 28508

河野　夏凜            ｺｳﾉ ｶﾘﾝ                 須磨翔風高校 高校（3）12 28509

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（2）13 28801

梶田明日香            ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ                イトマン川西 高校（1）14 28801

森　　芙香            ﾓﾘ ﾌｳｶ                  イトマン川西 高校（1）15 28801

長　佑宜子            ﾁｮｳ ﾕｷｺ                 塚口ＳＳ 高校（3）16 28805

松田　夢歩            ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ                ＮＳＩ清和台 中学（2）17 28812

森山　瑠々            ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ                 コナミ東加古 中学（3）18 28814

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ東加古 中学（3）19 28814

豊山　杏美            ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ                 コナミ西宮 中学（2）20 28824

豊山　奈美            ﾄﾖﾔﾏ ﾅﾐ                 コナミ西宮 高校（3）21 28824

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）22 28825

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（3）23 28825

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                ＮＳＩパール 高校（2）24 28826

小森田　紬            ｺﾓﾘﾀ ﾂﾑｷﾞ               ＮＳＩパール 高校（2）25 28826

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（2）26 28829

中元　香心            ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳﾐ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）27 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（3）28 28831

森下　未央            ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ                 姫路ＳＳ 中学（2）29 28838

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（2）30 28849

小林　未来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ                ＪＳＳニホー 高校（3）31 28849

近間　未悠            ﾁｶﾏ ﾐﾕ                  伊丹有岡ＳＳ 中学（2）32 28855

簑田　理央            ﾐﾉﾀ ﾘｵ                  神鉄ＳＳ 高校（2）33 28857

浅　麻菜美            ｱｻ ﾏﾅﾐ                  神鉄ＳＳ 中学（3）34 28857

平野　佑有            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン三田 中学（3）35 28874

大西　悠生            ｵｵﾆｼ ﾕｳ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）36 28875

前田　樹音            ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾈ               ＪＳＳ姫路 中学（1）37 28875

金納　友海            ｶﾉｳ ﾕｳﾐ                 ＮＳＩ豊岡 高校（2）38 28876

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 中学（1）39 28881

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（3）40 28883

三村　優奈            ﾐﾑﾗ ﾕﾅ                  ニスポ小野 中学（2）41 28895

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ＳＴ淡路 中学（1）42 28926
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藤　　　瞳            ﾄｳ ﾋﾄﾐ                  NSI Taiken 中学（3）1 27400

青戸　優依            ｱｵﾄ ﾕｲ                  NSI Taiken 中学（3）2 27400

東谷　満菜            ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾏﾅ               伊丹西高校 高校（3）3 28307

濱田　　凜            ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ                 姫路商業高校 高校（2）4 28309

北村　　萌            ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ                 姫路商業高校 高校（2）5 28309

岸澤　南帆            ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ                県立長田高校 高校（3）6 28332

下浦　菜月            ｼﾓｳﾗ ﾅﾂｷ                神戸鈴蘭台高 高校（2）7 28342

上山　万結            ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ                 市立尼崎高校 高校（2）8 28507

奥山　喬子            ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ                市立尼崎高校 高校（2）9 28507

松田　夢歩            ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ                ＮＳＩ清和台 中学（2）10 28812

森山　瑠々            ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ                 コナミ東加古 中学（3）11 28814

金子はづき            ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ                コナミ東加古 中学（3）12 28814

池内　優果            ｲｹｳﾁ ﾕｳｶ                姫路スポーツ 高校（3）13 28822

田畑　なる            ﾀﾊﾀ ﾅﾙ                  姫路スポーツ 中学（2）14 28822

豊山　杏美            ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ                 コナミ西宮 中学（2）15 28824

豊山　奈美            ﾄﾖﾔﾏ ﾅﾐ                 コナミ西宮 高校（3）16 28824

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 コナミ西宮 高校（2）17 28824

大野なな実            ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ                 コナミ明石 中学（3）18 28825

内田　真樹            ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                 コナミ明石 中学（3）19 28825

清水　　葵            ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ                ＮＳＩ本山 中学（1）20 28828

新井　　妃            ｱﾗｲ ｷｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 高校（2）21 28829

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 中学（3）22 28831

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 中学（3）23 28838

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（2）24 28848

小林　未来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ                ＪＳＳニホー 高校（3）25 28849

簑田　理央            ﾐﾉﾀ ﾘｵ                  神鉄ＳＳ 高校（2）26 28857

土屋　優里            ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ                 コナミ三田 中学（3）27 28860

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                尼崎市スポ振 高校（1）28 28865

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）29 28872

大下　絢香            ｵｵｼﾀ ｱﾔｶ                ヒラＳＳ 高校（2）30 28873

平野　佑有            ﾋﾗﾉ ﾕｳ                  イトマン三田 中学（3）31 28874

大西　悠生            ｵｵﾆｼ ﾕｳ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）32 28875

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 中学（1）33 28881

清水　楓未            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）34 28888

三村　優奈            ﾐﾑﾗ ﾕﾅ                  ニスポ小野 中学（2）35 28895
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福浪　彩葵            ﾌｸﾅﾐ ｻｷ                 NSI Taiken 小学（2）1 27400

中塚　彩愛            ﾅｶﾂｶ ｻﾅ                 NSI Taiken 小学（4）2 27400

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                西代中学 中学（2）3 28070

奈良　悠花            ﾅﾗ ﾊﾙｶ                  洲本高校 高校（1）4 28311

前田明日香            ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ                洲本高校 高校（1）5 28311

山口　璃子            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｺ                県立長田高校 高校（1）6 28332

神農　夕奈            ｶﾐﾉ ﾕｳﾅ                 須磨東高校 高校（2）7 28353

水野　緋音            ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾈ                県立星陵高校 高校（2）8 28365

岡本　紗采            ｵｶﾓﾄ ｻｱﾔ                須磨友が丘高 高校（3）9 28370

坂田　仁美            ｻｶﾀ ﾋﾄﾐ                 明石城西高校 高校（2）10 28396

花田　真幸            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｷ                市立葺合高校 高校（1）11 28503

中村　紗彩            ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ                市立尼崎高校 高校（3）12 28507

山根　瑠莉            ﾔﾏﾈ ﾙﾘ                  六甲アイ高校 高校（2）13 28508

寳官　咲綺            ﾎｳｶﾞﾝ ｻｷ                須磨翔風高校 高校（1）14 28509

藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 小学（5）15 28801

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）16 28805

長﨑　　葵            ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ               塚口ＳＳ 小学（5）17 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（4）18 28805

東　　綾音            ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 小学（6）19 28805

吉岡　詩涼            ﾖｼｵｶ ｼｽﾞ                塚口ＳＳ 小学（6）20 28805

長谷川結子            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｺ               塚口ＳＳ 小学（4）21 28805

木島　優亜            ｷｼﾞﾏ ﾕｳｱ                ＪＳＳ三木 中学（2）22 28810

片嶋　咲羽            ｶﾀｼﾏ ｻﾜ                 ＪＳＳ三木 小学（6）23 28810

道上　汐穏            ﾐﾁｶﾐ ｼｵﾝ                ＪＳＳ三木 高校（1）24 28810

小田垣諒香            ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ             ＮＳＩ清和台 中学（2）25 28812

小田　　華            ｵﾀﾞ ﾊﾅ                  イトマン神戸 小学（5）26 28815

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（2）27 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 小学（5）28 28820

西本　菜樹            ﾆｼﾓﾄ ﾅﾂｷ                イトマン西宮 小学（2）29 28820

奥野なつめ            ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ                 イトマン西宮 小学（5）30 28820

冨田　帆夏            ﾄﾐﾀ ﾎﾅﾂ                 イトマン西宮 小学（5）31 28820

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 イトマン西宮 小学（3）32 28820

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 小学（6）33 28820

赤坂　夢来            ｱｶｻｶ ﾕﾅ                 イトマン西宮 小学（3）34 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（5）35 28820

加野　柚葉            ｶﾉ ﾕｽﾞﾊ                 姫路スポーツ 小学（6）36 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（5）37 28822

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（1）38 28824

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（3）39 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（3）40 28824

勝部ちなり            ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ                コナミ明石 小学（4）41 28825

岡田　璃子            ｵｶﾀﾞ ﾘｺ                 コナミ明石 小学（5）42 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 小学（5）43 28825

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）44 28829

服部　真央            ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）45 28829

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（2）46 28829

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 中学（1）47 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）48 28831

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 中学（2）49 28831
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岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 小学（5）50 28838

稲葉　優果            ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）51 28840

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（1）52 28840

津田怜央菜            ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ                 ＳＵＮ姫路 中学（1）53 28848

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）54 28849

田尻　成海            ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ                伊丹有岡ＳＳ 中学（2）55 28855

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（3）56 28860

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（3）57 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（2）58 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（2）59 28860

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 中学（1）60 28865

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（3）61 28871

水田　実伶            ﾐｽﾞﾀ ﾐﾚｲ                ＮＳＩ豊岡 中学（2）62 28876

廣岡　　怜            ﾋﾛｵｶ ﾚｲ                 イトマン西神 小学（4）63 28880

伊藤　玲奈            ｲﾄｳ ﾚﾅ                  イトマン西神 小学（3）64 28880

山田　光玲            ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ                イトマン西神 小学（4）65 28880

山本　　澪            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ                 イトマン西神 中学（1）66 28880

佐藤　由衣            ｻﾄｳ ﾕｲ                  イトマン西神 小学（4）67 28880

藤川ひまり            ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ               イトマン西神 小学（4）68 28880

松崎　　愛            ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ                イトマン西神 小学（5）69 28880

田中　萌生            ﾀﾅｶ ﾒｲ                  イトマン西神 小学（5）70 28880

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（4）71 28883

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（4）72 28883

岡村　咲希            ｵｶﾑﾗ ｻｷ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）73 28888

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）74 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）75 28888

野村　萌葵            ﾉﾑﾗ ﾓｴｷﾞ                Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）76 28888

西村　伶音            ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ                ニスポ小野 小学（4）77 28895

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 中学（1）78 28903

近藤さくら            ｺﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ               Ａｑ相生 小学（5）79 28904

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 中学（1）80 28904

西久保夕菜            ﾆｼｸﾎﾞ ﾕﾅ                Ａｑ相生 中学（1）81 28904

柳生　笑利            ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ                Ａｑ相生 中学（3）82 28904

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）83 28920

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）84 28921

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）85 28921

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）86 28921

小原　有羽            ｵﾊﾗ ﾕｳ                  ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）87 28921
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熊本　絵菜            ｸﾏﾓﾄ ｴﾅ                 府立住吉高校 高校（1）1 27040

谷　　己起            ﾀﾆ ﾐｷ                   姫路商業高校 高校（1）2 28309

桐本　萌奈            ｷﾘﾓﾄ ﾓﾅ                 姫路商業高校 高校（1）3 28309

神農　夕奈            ｶﾐﾉ ﾕｳﾅ                 須磨東高校 高校（2）4 28353

片山　柚希            ｶﾀﾔﾏ ﾕｽﾞｷ               県立舞子高校 高校（2）5 28367

筒井　優夏            ﾂﾂｲ ﾕｳｶ                 明石清水高校 高校（1）6 28385

花田　真幸            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｷ                市立葺合高校 高校（1）7 28503

山根　藍里            ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ                 市立葺合高校 高校（3）8 28503

森岡　未来            ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ                市立尼崎高校 高校（3）9 28507

中岡　璃沙            ﾅｶｵｶ ﾘｻ                 イトマン川西 中学（3）10 28801

藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 小学（5）11 28801

長﨑　　葵            ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ               塚口ＳＳ 小学（5）12 28805

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（2）13 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）14 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 高校（3）15 28805

東　　綾音            ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 小学（6）16 28805

高尾　青奈            ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ                 市川洗心館 中学（2）17 28806

遠藤　真緒            ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ                ＪＳＳ三木 高校（3）18 28810

阪口　智美            ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ               ＪＳＳ三木 中学（3）19 28810

道上　汐穏            ﾐﾁｶﾐ ｼｵﾝ                ＪＳＳ三木 高校（1）20 28810

阪口　聡美            ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾐ               ＪＳＳ三木 高校（2）21 28810

小田垣諒香            ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ             ＮＳＩ清和台 中学（2）22 28812

小田　　華            ｵﾀﾞ ﾊﾅ                  イトマン神戸 小学（5）23 28815

岡本　優那            ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾅ                イトマン神戸 中学（3）24 28815

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（5）25 28820

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 小学（6）26 28820

加野　柚葉            ｶﾉ ﾕｽﾞﾊ                 姫路スポーツ 小学（6）27 28822

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 小学（5）28 28822

中西　香瑠            ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ                コナミ西宮 高校（3）29 28824

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（6）30 28824

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（1）31 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（6）32 28824

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（6）33 28825

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（2）34 28825

谷山　桜子            ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ               ＮＳＩ本山 小学（6）35 28828

髙須賀美紅            ﾀｶｽｶ ﾐｸ                 ＮＳＩ本山 中学（1）36 28828

北出かのん            ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ                ＮＳＩ本山 高校（1）37 28828

服部　真央            ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）38 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）39 28829

甘利　優丹            ｱﾏﾘ ﾕﾆ                  ＪＳＳ宝塚 中学（2）40 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）41 28829

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 高校（1）42 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）43 28831

坂部　日美            ｻｶﾍﾞ ﾋﾋﾞ                ＫＴＶ垂水 小学（5）44 28831

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 中学（1）45 28831

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 小学（6）46 28838

稲葉　優果            ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）47 28840

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）48 28840

中尾　美咲            ﾅｶｵ ﾐｻｷ                 西脇天神池 小学（6）49 28845
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宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（6）50 28848

中野　帆波            ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ                 ＪＳＳニホー 中学（2）51 28849

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）52 28849

宮内　友希            ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（1）53 28857

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（5）54 28860

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 中学（1）55 28865

米原　賀琉            ﾖﾈﾊﾗ ｶﾙ                 ＧＵＮＺＥ 中学（1）56 28867

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（3）57 28871

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＳＵＮ網干 中学（2）58 28872

宮前　咲乃            ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ                ＪＳＳ姫路 中学（3）59 28875

榮　　心愛            ｻｶｴ ｺｺｱ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）60 28875

水田　実伶            ﾐｽﾞﾀ ﾐﾚｲ                ＮＳＩ豊岡 中学（2）61 28876

山本　未来            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ                 イトマン西神 小学（4）62 28880

木村　真菜            ｷﾑﾗ ﾏﾅ                  イトマン西神 小学（6）63 28880

原田　愛子            ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ                イトマン西神 小学（5）64 28880

宮崎　若葉            ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）65 28880

大磯　遥加            ｵｵｲｿ ﾊﾙｶ                イトマン西神 中学（3）66 28880

山本　　澪            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ                 イトマン西神 中学（1）67 28880

宮崎　青葉            ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）68 28880

山田　光玲            ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ                イトマン西神 小学（4）69 28880

楽前　　怜            ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ                イトマン西神 小学（4）70 28880

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）71 28888

堀江　成葉            ﾎﾘｴ ﾅﾙﾊ                 Ａｑ・Ｓｐ 高校（1）72 28888

野村　萌葵            ﾉﾑﾗ ﾓｴｷﾞ                Ａｑ・Ｓｐ 高校（2）73 28888

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）74 28895

福本　陽菜            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ                ニスポ小野 小学（6）75 28895

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 中学（1）76 28903

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 中学（1）77 28904

尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（2）78 28904

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）79 28921

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）80 28921

小原　有羽            ｵﾊﾗ ﾕｳ                  ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）81 28921
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河村　芽美            ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ               スペックＳＣ 中学（3）1 27300

谷　　己起            ﾀﾆ ﾐｷ                   姫路商業高校 高校（1）2 28309

桐本　萌奈            ｷﾘﾓﾄ ﾓﾅ                 姫路商業高校 高校（1）3 28309

岡本　紗采            ｵｶﾓﾄ ｻｱﾔ                須磨友が丘高 高校（3）4 28370

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

中岡　璃沙            ﾅｶｵｶ ﾘｻ                 イトマン川西 中学（3）7 28801

上田さくら            ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ                塚口ＳＳ 高校（2）8 28805

阪口　智美            ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ               ＪＳＳ三木 中学（3）9 28810

小田垣諒香            ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ             ＮＳＩ清和台 中学（2）10 28812

藤岡めばえ            ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ              コナミ明石 中学（2）11 28825

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

山口　愛結            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）14 28840

稲葉　優果            ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）15 28840

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 中学（1）16 28848

中谷みらの            ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ                ＪＳＳニホー 中学（3）17 28849

宮内　友希            ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（1）18 28857

居林　優衣            ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ                尼崎市スポ振 高校（1）19 28865

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 中学（1）20 28865

森中　優花            ﾓﾘﾅｶ ﾕｳｶ                ニスポ上郡 中学（3）21 28871

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）22 28872

山本　　澪            ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ                 イトマン西神 中学（1）23 28880

大磯　遥加            ｵｵｲｿ ﾊﾙｶ                イトマン西神 中学（3）24 28880

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（3）25 28883

尾林あすか            ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ               Ａｑ相生 中学（2）26 28904

三浦　笑華            ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）27 28921
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南田　歩香            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ               スペックＳＣ 小学（4）1 27300

野口　琴音            ﾉｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                スペックＳＣ 中学（1）2 27300

黒土　紀佳            ｸﾛﾂﾁ ﾉﾘｶ                スペックＳＣ 小学（5）3 27300

森田　毬愛            ﾓﾘﾀ ﾏﾘｱ                 NSI Taiken 小学（4）4 27400

佐藤　碧衣            ｻﾄｳ ｱｵｲ                 NSI Taiken 小学（5）5 27400

内藤　碧音            ﾅｲﾄｳ ｱｵﾈ                県立長田高校 高校（2）6 28332

松浦絵里奈            ﾏﾂｳﾗ ｴﾘﾅ                県立長田高校 高校（3）7 28332

山本　琴理            ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾘ                神戸鈴蘭台高 高校（2）8 28342

岩崎　真紀            ｲﾜｻｷ ﾏｷ                 県立舞子高校 高校（3）9 28367

寺口　奏那            ﾃﾗｸﾞﾁ ｿﾅ                須磨友が丘高 高校（3）10 28370

谷山　綾乃            ﾀﾆﾔﾏ ｱﾔﾉ                須磨友が丘高 高校（3）11 28370

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（2）12 28380

藤本　聖花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲｶ               市立葺合高校 高校（2）13 28503

斉藤　　舞            ｻｲﾄｳ ﾏｲ                 イトマン川西 小学（4）14 28801

皐月　　涼            ｻﾂｷ ｽｽﾞ                 塚口ＳＳ 小学（5）15 28805

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 小学（5）16 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（4）17 28805

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）18 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）19 28805

高尾　桜奈            ﾀｶｵ ｻﾅ                  市川洗心館 小学（5）20 28806

石井　　伶            ｲｼｲ ﾚｲ                  市川洗心館 中学（1）21 28806

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ               市川洗心館 小学（5）22 28806

若畑　侑珠            ﾜｶﾊﾀ ﾕｳﾐ                市川洗心館 小学（4）23 28806

加藤　優佳            ｶﾄｳ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ三木 中学（2）24 28810

立山　心菜            ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ                ＪＳＳ三木 小学（6）25 28810

薬師　里穂            ﾔｸｼ ﾘﾎ                  ＪＳＳ三木 大学（3）26 28810

敦見　穂花            ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ三木 小学（6）27 28810

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（2）28 28820

森田　珠央            ﾓﾘﾀ ﾐｵ                  イトマン西宮 小学（5）29 28820

平岡　由莉            ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ                 イトマン西宮 小学（5）30 28820

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 小学（4）31 28820

赤坂　夢来            ｱｶｻｶ ﾕﾅ                 イトマン西宮 小学（3）32 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（5）33 28820

水上　仁乃            ﾐｽﾞｶﾐ ﾆﾉ                コナミ西宮 小学（5）34 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（3）35 28824

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  コナミ西宮 小学（5）36 28824

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（1）37 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）38 28824

勝部ちなり            ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ                コナミ明石 小学（4）39 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 小学（5）40 28825

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 小学（5）41 28828

田中真奈美            ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ                 ＮＳＩ本山 中学（2）42 28828

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）43 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）44 28828

岩木　朱乃            ｲﾜｷ ｱｹﾉ                 ＮＳＩ本山 中学（2）45 28828

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）46 28829

竃本　史菜            ｶﾏﾓﾄ ﾌﾐﾅ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）47 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）48 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）49 28829
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梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）50 28831

松本　花佳            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                ＫＴＶ垂水 中学（1）51 28831

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（4）52 28838

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）53 28840

上田　帆夏            ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ                ＪＳＳニホー 小学（6）54 28849

下川　遥香            ｼﾓｶﾜ ﾊﾙｶ                ＪＳＳニホー 小学（5）55 28849

菅原　愛望            ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲﾐ               ＪＳＳニホー 中学（2）56 28849

上田　裕菜            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ                ＪＳＳニホー 中学（3）57 28849

平井　恭香            ﾋﾗｲ ｷｮｳｶ                伊丹有岡ＳＳ 高校（3）58 28855

田中　琴美            ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ                 神鉄ＳＳ 中学（2）59 28857

大野加奈恵            ｵｵﾉ ｶﾅｴ                 神鉄ＳＳ 中学（3）60 28857

中前　　稔            ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ                コナミ三田 小学（5）61 28860

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（3）62 28860

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（3）63 28860

原　碧夏妙            ﾊﾗ ﾋﾅﾀ                  尼崎市スポ振 小学（6）64 28865

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）65 28867

伊藤あや乃            ｲﾄｳ ｱﾔﾉ                 イトマン三田 小学（5）66 28874

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（6）67 28874

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（3）68 28874

宮崎　青葉            ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）69 28880

津田　もも            ﾂﾀﾞ ﾓﾓ                  イトマン西神 小学（4）70 28880

宮崎　若葉            ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ              イトマン西神 小学（3）71 28880

伊藤　玲奈            ｲﾄｳ ﾚﾅ                  イトマン西神 小学（3）72 28880

萩尾　柚衣            ﾊｷﾞｵ ﾕｲ                 イトマン西神 小学（5）73 28880

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 小学（5）74 28880

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（6）75 28881

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（6）76 28881

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（4）77 28883

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（3）78 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（4）79 28883

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（4）80 28883

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）81 28888

菅　　愛歩            ｶﾝ ｱｲﾎ                  ＮＳＩ津名 小学（4）82 28892

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 中学（1）83 28892

小川　紫花            ｵｶﾞﾜ ｽﾐﾚ                ニスポ小野 小学（6）84 28895

平石　晴菜            ﾋﾗｲｼ ﾊﾙﾅ                ニスポ小野 小学（5）85 28895

松岡　優奈            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ                Ａｑ相生 小学（5）86 28904

大井　瑚夏            ｵｵｲ ｺﾅﾂ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）87 28920

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）88 28920

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）89 28921

椋本　　掬            ﾑｸﾓﾄ ｷｸ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）90 28921

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）91 28921

松井野乃佳            ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）92 28921

山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）93 28921

別所　玲奈            ﾍﾞｯｼｮ ﾚﾅ                ＳＴ淡路 高校（2）94 28926

川上　麻緒            ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                 ＳＴ淡路 小学（6）95 28926
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中村　　彩            ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ                 府立住吉高校 高校（1）1 27040

吉岡　希実            ﾖｼｵｶ ﾉｿﾞﾐ               あいわＳＣ 中学（3）2 27226

鉛口　未来            ｶﾅｸﾞﾁ ﾐｸ                大久保中学 中学（2）3 28086

荒木　　玲            ｱﾗｷ ﾚｲ                  姫路商業高校 高校（3）4 28309

森　　彩夏            ﾓﾘ ｱﾔｶ                  姫路商業高校 高校（1）5 28309

松浦絵里奈            ﾏﾂｳﾗ ｴﾘﾅ                県立長田高校 高校（3）6 28332

山本　琴理            ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾘ                神戸鈴蘭台高 高校（2）7 28342

岩崎　真紀            ｲﾜｻｷ ﾏｷ                 県立舞子高校 高校（3）8 28367

寺口　奏那            ﾃﾗｸﾞﾁ ｿﾅ                須磨友が丘高 高校（3）9 28370

藤本　聖花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲｶ               市立葺合高校 高校（2）10 28503

奥山　綾子            ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ                市立尼崎高校 高校（2）11 28507

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）12 28507

小林　茉由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ                市立尼崎高校 高校（3）13 28507

佐藤　綾香            ｻﾄｳ ｱﾔｶ                 六甲アイ高校 高校（3）14 28508

岡田　理菜            ｵｶﾀﾞ ﾘﾅ                 雲雀丘学園高 高校（2）15 28631

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 小学（5）16 28805

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）17 28805

関戸　珠実            ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（2）18 28805

石井　　伶            ｲｼｲ ﾚｲ                  市川洗心館 中学（1）19 28806

阪口　聡美            ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾐ               ＪＳＳ三木 高校（2）20 28810

薬師　里穂            ﾔｸｼ ﾘﾎ                  ＪＳＳ三木 大学（3）21 28810

立山　心菜            ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ                ＪＳＳ三木 小学（6）22 28810

敦見　穂花            ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ三木 小学（6）23 28810

立山　新菜            ﾀﾁﾔﾏ ﾆｲﾅ                ＪＳＳ三木 高校（1）24 28810

加藤　優佳            ｶﾄｳ ﾕｳｶ                 ＪＳＳ三木 中学（2）25 28810

岡本　優美            ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ                イトマン神戸 中学（3）26 28815

森田　珠央            ﾓﾘﾀ ﾐｵ                  イトマン西宮 小学（5）27 28820

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 中学（3）28 28824

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（1）29 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 小学（5）30 28824

荒木　美優            ｱﾗｷ ﾐﾕ                  ＮＳＩ本山 中学（1）31 28828

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）32 28828

卜部　里花            ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ                 ＮＳＩ本山 中学（1）33 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）34 28828

田中真奈美            ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ                 ＮＳＩ本山 中学（2）35 28828

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）36 28829

松本　花佳            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                ＫＴＶ垂水 中学（1）37 28831

西尾　明莉            ﾆｼｵ ｱｶﾘ                 Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）38 28840

樋口　絢音            ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ                ＳＵＮ姫路 中学（2）39 28848

上田　帆夏            ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ                ＪＳＳニホー 小学（6）40 28849

五十嵐　瑶            ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ               ＪＳＳニホー 小学（6）41 28849

上田　裕菜            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ                ＪＳＳニホー 中学（3）42 28849

吉岡　祐希            ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ                神鉄ＳＳ 高校（3）43 28857

宮内　郁実            ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾐ                神鉄ＳＳ 高校（3）44 28857

田中　琴美            ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ                 神鉄ＳＳ 中学（2）45 28857

大野加奈恵            ｵｵﾉ ｶﾅｴ                 神鉄ＳＳ 中学（3）46 28857

伊藤　ノア            ｲﾄｳ ﾉｱ                  神鉄ＳＳ 中学（2）47 28857

中前　　稔            ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ                コナミ三田 小学（5）48 28860

西畑　秋甫            ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ                尼崎市スポ振 小学（6）49 28865
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原　碧夏妙            ﾊﾗ ﾋﾅﾀ                  尼崎市スポ振 小学（6）50 28865

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（1）51 28867

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 小学（6）52 28874

大西　悠生            ｵｵﾆｼ ﾕｳ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）53 28875

三木　香佳            ﾐｷ ｷｮｳｶ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）54 28875

内多　愛海            ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ                イトマン西神 中学（2）55 28880

津田　もも            ﾂﾀﾞ ﾓﾓ                  イトマン西神 小学（4）56 28880

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 小学（5）57 28880

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（6）58 28881

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（5）59 28881

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 中学（1）60 28892

平石　晴菜            ﾋﾗｲｼ ﾊﾙﾅ                ニスポ小野 小学（5）61 28895

小川　紫花            ｵｶﾞﾜ ｽﾐﾚ                ニスポ小野 小学（6）62 28895

西川　未来            ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ                Ａｑ相生 中学（3）63 28904

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）64 28920

松井野乃佳            ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）65 28921

山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）66 28921

別所　玲奈            ﾍﾞｯｼｮ ﾚﾅ                ＳＴ淡路 高校（2）67 28926
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鉛口　未来            ｶﾅｸﾞﾁ ﾐｸ                大久保中学 中学（2）1 28086

森　　彩夏            ﾓﾘ ｱﾔｶ                  姫路商業高校 高校（1）2 28309

岩崎　真紀            ｲﾜｻｷ ﾏｷ                 県立舞子高校 高校（3）3 28367

谷山　綾乃            ﾀﾆﾔﾏ ｱﾔﾉ                須磨友が丘高 高校（3）4 28370

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）5 28507

佐藤　綾香            ｻﾄｳ ｱﾔｶ                 六甲アイ高校 高校（3）6 28508

前川　麗奈            ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）7 28805

薬師　里穂            ﾔｸｼ ﾘﾎ                  ＪＳＳ三木 大学（3）8 28810

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 中学（3）9 28824

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（1）10 28824

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 中学（3）11 28824

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）12 28828

山本すみれ            ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ                ＮＳＩ本山 中学（2）13 28828

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）14 28829

上田　裕菜            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ                ＪＳＳニホー 中学（3）15 28849

伊藤　ノア            ｲﾄｳ ﾉｱ                  神鉄ＳＳ 中学（2）16 28857

大野加奈恵            ｵｵﾉ ｶﾅｴ                 神鉄ＳＳ 中学（3）17 28857

田中　琴美            ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ                 神鉄ＳＳ 中学（2）18 28857

土塔　涼華            ﾄﾞﾄｳ ｽｽﾞｶ               ＳＵＮ網干 中学（3）19 28872

小池　柚花            ｺｲｹ ﾕｳｶ                 イトマン西神 中学（3）20 28880

内多　愛海            ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ                イトマン西神 中学（2）21 28880

長澤　佑果            ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｶ               イトマン西神 中学（3）22 28880

西川　未来            ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ                Ａｑ相生 中学（3）23 28904

山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）24 28921

川上　麻緒            ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                 ＳＴ淡路 小学（6）25 28926

道上　明佳            ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ                ＳＴ淡路 中学（2）26 28926
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黒土　紀佳            ｸﾛﾂﾁ ﾉﾘｶ                スペックＳＣ 小学（5）1 27300

野口　琴音            ﾉｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                スペックＳＣ 中学（1）2 27300

河村　芽美            ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ               スペックＳＣ 中学（3）3 27300

福浪　彩葵            ﾌｸﾅﾐ ｻｷ                 NSI Taiken 小学（2）4 27400

吉ノ元美優            ﾖｼﾉﾓﾄ ﾐﾕｳ               NSI Taiken 小学（6）5 27400

佐藤　碧衣            ｻﾄｳ ｱｵｲ                 NSI Taiken 小学（5）6 27400

森田　毬愛            ﾓﾘﾀ ﾏﾘｱ                 NSI Taiken 小学（4）7 27400

今岡　綾音            ｲﾏｵｶ ｱﾔﾈ                大久保中学 中学（2）8 28086

津野かんな            ﾂﾉ ｶﾝﾅ                  県立赤穂高校 高校（1）9 28308

熊副こはる            ｸﾏｿﾞｴ ｺﾊﾙ               須磨友が丘高 高校（3）10 28370

長倉　歩夢            ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾕﾑ               西脇工業高校 高校（2）11 28380

坂本　郁未            ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ                西脇高校 高校（2）12 28398

笹倉　莉緒            ｻｻｸﾗ ﾘｵ                 西脇高校 高校（2）13 28398

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）14 28801

秋庭ひなた            ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン川西 小学（5）15 28801

石川　誠子            ｲｼｶﾜ ｾｲｺ                イトマン川西 小学（4）16 28801

河野　真奈            ｶﾜﾉ ﾏﾅ                  塚口ＳＳ 小学（4）17 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）18 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（4）19 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 小学（5）20 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（4）21 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 小学（5）22 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（5）23 28805

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 中学（1）24 28810

大上　美里            ｵｵｳｴ ﾐｻﾄ                ＪＳＳ三木 小学（5）25 28810

前田　真愛            ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘｱ                ＪＳＳ三木 小学（5）26 28810

山本　莉子            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）27 28812

石田　実蕗            ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ               コナミ東加古 中学（1）28 28814

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 小学（4）29 28815

土井　千智            ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ                 イトマン神戸 小学（3）30 28815

西川　真央            ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（3）31 28815

森多　真生            ﾓﾘﾀ ﾏｳ                  ＮＳＩ西紀 高校（3）32 28817

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 イトマン西宮 小学（3）33 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（3）34 28820

冨田　帆夏            ﾄﾐﾀ ﾎﾅﾂ                 イトマン西宮 小学（5）35 28820

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 小学（5）36 28822

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（3）37 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（4）38 28824

中筋　梨緒            ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ                コナミ西宮 中学（2）39 28824

岡田　璃子            ｵｶﾀﾞ ﾘｺ                 コナミ明石 小学（5）40 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 小学（5）41 28825

石金和花菜            ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ                ＮＳＩ本山 小学（6）42 28828

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 ＮＳＩ本山 中学（1）43 28828

西山　　萌            ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）44 28828

花田　真思            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ                ＮＳＩ本山 中学（2）45 28828

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                ＮＳＩ本山 中学（3）46 28828

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）47 28829

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）48 28829

森口　真衣            ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）49 28829
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髙辻　萌果            ﾀｶﾂｼﾞ ﾓｴｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）50 28829

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）51 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）52 28829

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）53 28831

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 小学（4）54 28838

辰巳　愛佳            ﾀﾂﾐ ｱｲｶ                 姫路ＳＳ 小学（4）55 28838

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（3）56 28838

工藤ちひろ            ｸﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳニホー 小学（6）57 28849

河岡　春日            ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ                伊丹有岡ＳＳ 中学（3）58 28855

中野　頌子            ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ                神鉄ＳＳ 中学（3）59 28857

竹村心華音            ﾀｹﾑﾗ ｺﾊﾈ                神鉄ＳＳ 中学（2）60 28857

栗原みなみ            ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅﾐ                神鉄ＳＳ 中学（2）61 28857

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（3）62 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（2）63 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（3）64 28860

近田　佳乃            ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ                 尼崎市スポ振 中学（3）65 28865

水野　果穂            ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（5）66 28874

眞部　　月            ﾏﾅﾍﾞ ﾙﾅ                 ＪＳＳ姫路 中学（1）67 28875

木戸　春花            ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）68 28875

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）69 28880

佐藤　由衣            ｻﾄｳ ﾕｲ                  イトマン西神 小学（4）70 28880

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（5）71 28881

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（5）72 28883

岡崎　　佳            ｵｶｻﾞｷ ｹｲ                こうでら 小学（5）73 28883

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 こうでら 中学（2）74 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（4）75 28883

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（3）76 28883

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）77 28888

谷口百合子            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾘｺ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（3）78 28888

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 中学（1）79 28895

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ニスポ小野 小学（4）80 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（6）81 28895

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）82 28895

福本　陽菜            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ                ニスポ小野 小学（6）83 28895

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 小学（5）84 28898

船引優里奈            ﾌﾅﾋﾞｷ ﾕﾘﾅ               佐用ＳＳ 小学（3）85 28898

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（6）86 28903

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                Ａｑ神河 小学（5）87 28903

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 中学（1）88 28904

宮城　　和            ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ               Ａｑ相生 小学（6）89 28904

猪谷　咲紀            ｲﾉﾀﾆ ｻｷ                 赤穂ＳＳ 高校（2）90 28910

大井　瑚夏            ｵｵｲ ｺﾅﾂ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）91 28920

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ﾘｱﾙ板宿SS 中学（1）92 28920

前橋　優衣            ﾏｴﾊｼ ﾕｲ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（5）93 28920

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）94 28921

森　　絆菜            ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）95 28921

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 中学（3）96 28926
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山本　恵真            ﾔﾏﾓﾄ ｴﾏ                 スペックＳＣ 中学（1）1 27300

河村　実咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                スペックＳＣ 中学（3）2 27300

吉ノ元美優            ﾖｼﾉﾓﾄ ﾐﾕｳ               NSI Taiken 小学（6）3 27400

村田悠季奈            ﾑﾗﾀ ﾕｷﾅ                 姫路商業高校 高校（3）4 28309

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 須磨友が丘高 高校（1）5 28370

坂本　未歩            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 明石清水高校 高校（1）6 28385

吉冨　萌柚            ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ                 明石清水高校 高校（1）7 28385

坂本　郁未            ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ                西脇高校 高校（2）8 28398

笹倉　莉緒            ｻｻｸﾗ ﾘｵ                 西脇高校 高校（2）9 28398

山根　藍里            ﾔﾏﾈ ｱｲﾘ                 市立葺合高校 高校（3）10 28503

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）11 28507

喜來　夏純            ｷﾗｲ ｶｽﾐ                 市立尼崎高校 高校（2）12 28507

田村　汐里            ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ                 市立尼崎高校 高校（1）13 28507

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）14 28507

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）15 28507

足立　薫音            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ                三田松聖高校 高校（1）16 28606

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（3）17 28805

本城わかば            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ             塚口ＳＳ 高校（3）18 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 小学（6）19 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（1）20 28805

石橋　由徠            ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ                塚口ＳＳ 小学（5）21 28805

玉村　晴紀            ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）22 28805

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 中学（1）23 28810

山本　莉子            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）24 28812

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 小学（5）25 28822

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 高校（2）26 28824

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 小学（6）27 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 小学（6）28 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（1）29 28824

松岡　千咲            ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ                ＮＳＩ本山 中学（3）30 28828

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）31 28829

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（3）32 28829

髙辻　萌果            ﾀｶﾂｼﾞ ﾓｴｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）33 28829

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）34 28840

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 中学（1）35 28848

中野　頌子            ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ                神鉄ＳＳ 中学（3）36 28857

竹村心華音            ﾀｹﾑﾗ ｺﾊﾈ                神鉄ＳＳ 中学（2）37 28857

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（2）38 28865

近田　佳乃            ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ                 尼崎市スポ振 中学（3）39 28865

岡﨑　優依            ｵｶｻﾞｷ ﾕｲ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）40 28867

木戸　春花            ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ姫路 中学（3）41 28875

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 小学（6）42 28880

福田　　瞳            ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ                イトマン西神 大学（1）43 28880

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 こうでら 中学（2）44 28883

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Ａｑ・Ｓｐ 小学（5）45 28888

谷口百合子            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾘｺ               Ａｑ・Ｓｐ 中学（3）46 28888

福本　陽菜            ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ                ニスポ小野 小学（6）47 28895

矢内　鈴夏            ﾔﾅｲ ﾘｶ                  ニスポ小野 小学（6）48 28895

橋本　菜花            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ                ニスポ小野 中学（1）49 28895
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榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（3）50 28903

淮田　鈴音            ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ               Ａｑ相生 高校（2）51 28904

猪谷　咲紀            ｲﾉﾀﾆ ｻｷ                 赤穂ＳＳ 高校（2）52 28910

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ﾘｱﾙ板宿SS 中学（1）53 28920

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）54 28921

檜尾　美和            ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）55 28921

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 中学（3）56 28926
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永井きらら            ﾅｶﾞｲ ｷﾗﾗ                姫路商業高校 高校（3）1 28309

大谷　七海            ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ                姫路商業高校 高校（2）2 28309

上田　万葉            ｳｴﾀﾞ ﾏﾖ                 須磨友が丘高 高校（1）3 28370

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）4 28507

登　　瞳羽            ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ                 市立尼崎高校 高校（1）5 28507

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）6 28507

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 中学（3）7 28805

隈部　楓菜            ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ                ＪＳＳ三木 中学（1）8 28810

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（1）9 28824

村木　　心            ﾑﾗｷ ｺｺﾛ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）10 28829

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（3）11 28829

髙辻　萌果            ﾀｶﾂｼﾞ ﾓｴｶ               ＪＳＳ宝塚 中学（2）12 28829

松村　純怜            ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ                ＪＳＳ宝塚 中学（2）13 28829

具志　陽香            ｸﾞｼ ﾖｳｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）14 28829

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                Ｎ Ｓ Ｉ 中学（2）15 28840

中野　頌子            ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ                神鉄ＳＳ 中学（3）16 28857

竹村心華音            ﾀｹﾑﾗ ｺﾊﾈ                神鉄ＳＳ 中学（2）17 28857

池澤　沙姫            ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ                コナミ三田 中学（2）18 28860

世継万里沙            ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ                尼崎市スポ振 中学（2）19 28865

大塚　菜智            ｵｵﾂｶ ﾅﾁ                 こうでら 中学（2）20 28883

中安真菜実            ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ                こうでら 高校（3）21 28883

猪谷　咲紀            ｲﾉﾀﾆ ｻｷ                 赤穂ＳＳ 高校（2）22 28910

四ツ谷智香            ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ                 ﾘｱﾙ板宿SS 中学（1）23 28920

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 中学（3）24 28926
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吉岡　希実            ﾖｼｵｶ ﾉｿﾞﾐ               あいわＳＣ 中学（3）1 27226

磯田　優衣            ｲｿﾀﾞ ﾕｲ                 スペックＳＣ 小学（5）2 27300

黒土　紀佳            ｸﾛﾂﾁ ﾉﾘｶ                スペックＳＣ 小学（5）3 27300

南田　歩香            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ               スペックＳＣ 小学（4）4 27300

佐藤　碧衣            ｻﾄｳ ｱｵｲ                 NSI Taiken 小学（5）5 27400

福浪　彩葵            ﾌｸﾅﾐ ｻｷ                 NSI Taiken 小学（2）6 27400

中塚　彩愛            ﾅｶﾂｶ ｻﾅ                 NSI Taiken 小学（4）7 27400

髙橋 M 小百合 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｱﾝﾅｻﾕﾘ           NSI Taiken 小学（6）8 27400

池田すみれ            ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ                NSI Taiken 小学（6）9 27400

森　こころ            ﾓﾘ ｺｺﾛ                  NSI Taiken 中学（1）10 27400

森田　毬愛            ﾓﾘﾀ ﾏﾘｱ                 NSI Taiken 小学（4）11 27400

村田悠季奈            ﾑﾗﾀ ﾕｷﾅ                 姫路商業高校 高校（3）12 28309

矢野　真穂            ﾔﾉ ﾏﾎ                   姫路商業高校 高校（3）13 28309

田村茉莉花            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ                 洲本高校 高校（3）14 28311

具志明日香            ｸﾞｼ ｱｽｶ                 市立葺合高校 高校（2）15 28503

吉岡亜可梨            ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ                市立尼崎高校 高校（1）16 28507

川江　琴乃            ｶﾜｴ ｺﾄﾉ                 市立尼崎高校 高校（2）17 28507

寳官　咲綺            ﾎｳｶﾞﾝ ｻｷ                須磨翔風高校 高校（1）18 28509

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 中学（1）19 28801

谷向　花梨            ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ                イトマン川西 高校（2）20 28801

斉藤　　舞            ｻｲﾄｳ ﾏｲ                 イトマン川西 小学（4）21 28801

黒木　優愛            ｸﾛｷ ﾕｳｱ                 イトマン川西 小学（5）22 28801

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 小学（5）23 28805

城生　響子            ｼﾛｵ ｷｮｳｺ                塚口ＳＳ 高校（3）24 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（4）25 28805

河野　真奈            ｶﾜﾉ ﾏﾅ                  塚口ＳＳ 小学（4）26 28805

石﨑帆乃果            ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ               ＪＳＳ三木 小学（4）27 28810

石﨑由稀乃            ｲｼｻﾞｷ ﾕｷﾉ               ＪＳＳ三木 高校（3）28 28810

前田　真愛            ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘｱ                ＪＳＳ三木 小学（5）29 28810

敦見　穂花            ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ三木 小学（6）30 28810

阪口　智美            ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ               ＪＳＳ三木 中学（3）31 28810

岡島　来実            ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ清和台 小学（6）32 28812

平良　明彩            ﾀｲﾗ ｱｻ                  ＮＳＩ清和台 小学（6）33 28812

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 コナミ東加古 中学（2）34 28814

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 小学（5）35 28814

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 小学（5）36 28820

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 小学（4）37 28820

平岡　由莉            ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ                 イトマン西宮 小学（5）38 28820

田畑　なる            ﾀﾊﾀ ﾅﾙ                  姫路スポーツ 中学（2）39 28822

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 中学（3）40 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（4）41 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（3）42 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（3）43 28824

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  コナミ西宮 小学（5）44 28824

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（2）45 28825

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 小学（6）46 28825

木村　瑠華            ｷﾑﾗ ﾙｶ                  コナミ明石 小学（5）47 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 小学（5）48 28825

勝部ちなり            ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ                コナミ明石 小学（4）49 28825
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石金和花菜            ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ                ＮＳＩ本山 小学（6）50 28828

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 ＮＳＩ本山 中学（1）51 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 小学（5）52 28828

卜部　里花            ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ                 ＮＳＩ本山 中学（1）53 28828

田川ナナミ            ﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 小学（4）54 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 小学（5）55 28828

西山　　萌            ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ                 ＮＳＩ本山 小学（5）56 28828

松田　理沙            ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ本山 中学（2）57 28828

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩ本山 中学（2）58 28828

花田　真思            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ                ＮＳＩ本山 中学（2）59 28828

南　　侑愛            ﾐﾅﾐ ﾕｱ                  ＪＳＳ宝塚 小学（3）60 28829

森口　真衣            ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）61 28829

服部　真央            ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）62 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）63 28829

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）64 28829

具志　陽香            ｸﾞｼ ﾖｳｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）65 28829

中田　実佑            ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）66 28829

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）67 28829

川平　春陽            ｶﾜﾋﾗ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）68 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）69 28829

明石寿珠花            ｱｶｼ ｽｽﾞｶ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）70 28829

三好野乃花            ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（2）71 28829

北村　安梨            ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）72 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）73 28829

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（3）74 28831

磯崎　葵依            ｲｿｻﾞｷ ｱｵｲ               ＫＴＶ垂水 中学（3）75 28831

向井　日菜            ﾑｶｲ ﾋﾅ                  ＫＴＶ垂水 高校（1）76 28831

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（3）77 28838

辰巳　愛佳            ﾀﾂﾐ ｱｲｶ                 姫路ＳＳ 小学（4）78 28838

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（4）79 28838

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               Ｎ Ｓ Ｉ 小学（6）80 28840

栁　　菜緒            ﾔﾅｷﾞ ﾅｵ                 Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）81 28840

中西　　想            ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ                西脇天神池 中学（1）82 28845

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 中学（1）83 28848

樋口　絢音            ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ                ＳＵＮ姫路 中学（2）84 28848

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 小学（5）85 28848

矢野佐也加            ﾔﾉ ｻﾔｶ                  ＪＳＳニホー 中学（3）86 28849

工藤ちひろ            ｸﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ                ＪＳＳニホー 小学（6）87 28849

上田　帆夏            ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ                ＪＳＳニホー 小学（6）88 28849

五十嵐　瑶            ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ               ＪＳＳニホー 小学（6）89 28849

河岡　春日            ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ                伊丹有岡ＳＳ 中学（3）90 28855

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 神鉄ＳＳ 中学（3）91 28857

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（3）92 28860

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（5）93 28860

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（3）94 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（2）95 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（3）96 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（2）97 28860

渡瀬夢花里            ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ                 尼崎市スポ振 中学（1）98 28865
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寺谷　優那            ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ                尼崎市スポ振 小学（4）99 28865

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 ＧＵＮＺＥ 小学（4）100 28867

森部　実梨            ﾓﾘﾍﾞ ﾐﾉﾘ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）101 28867

土塔　涼華            ﾄﾞﾄｳ ｽｽﾞｶ               ＳＵＮ網干 中学（3）102 28872

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 中学（3）103 28872

水野　果穂            ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（5）104 28874

眞部　　月            ﾏﾅﾍﾞ ﾙﾅ                 ＪＳＳ姫路 中学（1）105 28875

小田　彩花            ｵﾀﾞ ｲﾛﾊ                 ＪＳＳ姫路 中学（1）106 28875

山田　光玲            ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ                イトマン西神 小学（4）107 28880

小池　柚花            ｺｲｹ ﾕｳｶ                 イトマン西神 中学（3）108 28880

松崎　　愛            ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ                イトマン西神 小学（5）109 28880

切原　玉藻            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾏﾓ                イトマン西神 中学（3）110 28880

廣岡　　怜            ﾋﾛｵｶ ﾚｲ                 イトマン西神 小学（4）111 28880

田中　萌生            ﾀﾅｶ ﾒｲ                  イトマン西神 小学（5）112 28880

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                MacS武庫川 小学（6）113 28881

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（5）114 28881

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（4）115 28883

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（4）116 28883

花岡　素実            ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ                こうでら 小学（3）117 28883

和田　杏優            ﾜﾀﾞ ｱﾕ                  こうでら 小学（6）118 28883

岡崎　　佳            ｵｶｻﾞｷ ｹｲ                こうでら 小学（5）119 28883

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（3）120 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（4）121 28883

佐々木ルル            ｻｻｷ ﾙﾙ                  こうでら 小学（5）122 28883

山本　菜々            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（2）123 28892

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 中学（1）124 28892

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ニスポ小野 小学（6）125 28895

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ニスポ小野 小学（4）126 28895

阪東　瑠依            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾙｲ               佐用ＳＳ 小学（5）127 28898

船引優里奈            ﾌﾅﾋﾞｷ ﾕﾘﾅ               佐用ＳＳ 小学（3）128 28898

倉橋　初芽            ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                一宮ＳＳ 小学（5）129 28901

植木心乃香            ｳｴｷ ｺﾉｶ                 一宮ＳＳ 小学（6）130 28901

後藤　瑠里            ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ                 Ａｑ神河 小学（6）131 28903

大畑　文乃            ｵｵﾊﾀ ｱﾔﾉ                Ａｑ神河 中学（1）132 28903

清水　恵那            ｼﾐｽﾞ ｴﾅ                 Ａｑ相生 中学（1）133 28904

松岡　優奈            ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ                Ａｑ相生 小学（5）134 28904

宮城　　和            ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ               Ａｑ相生 小学（6）135 28904

中川　知優            ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ               赤穂ＳＳ 小学（6）136 28910

伊東　璃子            ｲﾄｳ ﾘｺ                  ﾘｱﾙ板宿SS 小学（4）137 28920

前橋　優衣            ﾏｴﾊｼ ﾕｲ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（5）138 28920

前橋　　空            ﾏｴﾊｼ ｿﾗ                 ﾘｱﾙ板宿SS 小学（6）139 28920

藤原　京香            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）140 28921

小原　有羽            ｵﾊﾗ ﾕｳ                  ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）141 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）142 28921

檜尾　美和            ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）143 28921

王野　　遥            ｵｵﾉ ﾊﾙｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）144 28921

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）145 28921

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）146 28921

椋本　　掬            ﾑｸﾓﾄ ｷｸ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）147 28921
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山下　知紗            ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）148 28921

森　　絆菜            ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）149 28921

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）150 28921

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）151 28921
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永井きらら            ﾅｶﾞｲ ｷﾗﾗ                姫路商業高校 高校（3）1 28309

具志明日香            ｸﾞｼ ｱｽｶ                 市立葺合高校 高校（2）2 28503

木村　真優            ｷﾑﾗ ﾏﾕ                  市立尼崎高校 高校（2）3 28507

馬場　ゆき            ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ                 イトマン川西 中学（2）4 28801

城生　響子            ｼﾛｵ ｷｮｳｺ                塚口ＳＳ 高校（3）5 28805

石﨑由稀乃            ｲｼｻﾞｷ ﾕｷﾉ               ＪＳＳ三木 高校（3）6 28810

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 コナミ西宮 高校（2）7 28824

藤原　優希            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ               コナミ明石 中学（2）8 28825

具志　陽香            ｸﾞｼ ﾖｳｶ                 ＪＳＳ宝塚 中学（3）9 28829

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                 Ｎ Ｓ Ｉ 高校（3）11 28840

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 中学（2）12 28848

河岡　春日            ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ                伊丹有岡ＳＳ 中学（3）13 28855

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＳＵＮ網干 中学（2）14 28872

野村　梓未            ﾉﾑﾗ ｱｽﾞﾐ                Ａｑ・Ｓｐ 中学（2）15 28888

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）16 28921

上根　悠香            ｶﾐﾈ ﾕｳｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）17 28921

檜尾　美和            ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）18 28921
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