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石丸　椋太            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ               朝日中学 中学（2）1 28033

山本　来暉            ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ                朝日中学 中学（2）2 28033

竹下　遙希            ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｷ                望海中学        中学（1）3 28041

元澤　和也            ﾓﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ              望海中学 中学（2）4 28041

柴原　　翼            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ              望海中学 中学（1）5 28041

亘利　颯馬            ﾜﾀﾘ ｿｳﾏ                 望海中学 中学（2）6 28041

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                姫路工業高校 高校（2）7 28315

覚前　陽太            ｶｸﾏｴ ﾖｳﾀ                姫路工業高校 高校（2）8 28315

土井　悠斗            ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ                 姫路工業高校 高校（1）9 28315

石垣　孝暁            ｲｼｶﾞｷ ﾀｶｱｷ              姫路工業高校 高校（2）10 28315

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 市立尼崎高校 高校（2）11 28507

竹若　遼晟            ﾀｹﾜｶ ﾄｵｾｲ               尼崎ＳＳ 小学（4）12 28808

中谷　勝海            ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳ                尼崎ＳＳ 小学（5）13 28808

伊與田　創            ｲﾖﾀ ｲﾂｼ                 尼崎ＳＳ 小学（6）14 28808

佐野　佳輝            ｻﾉ ﾖｼｷ                  尼崎ＳＳ 中学（3）15 28808

吉田　翔星            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ              尼崎ＳＳ 小学（3）16 28808

中川　晃仁            ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ              尼崎ＳＳ 小学（2）17 28808

町　穣之心            ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ              尼崎ＳＳ 小学（5）18 28808

鶴原　　守            ﾂﾙﾊﾗ ﾏﾓﾙ                尼崎ＳＳ 小学（5）19 28808

塗矢　航大            ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ               尼崎ＳＳ 小学（6）20 28808

大江誠志郎            ｵｵｴ ｾｲｼﾛｳ               尼崎ＳＳ 小学（3）21 28808

中島　尚也            ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ               尼崎ＳＳ 中学（1）22 28808

森本　夏生            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ                コナミ東加古 小学（5）23 28814

福本　脩哉            ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ               コナミ東加古 小学（6）24 28814

長原　一颯            ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ              コナミ東加古 小学（3）25 28814

外薗　大和            ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ               コナミ東加古 小学（3）26 28814

原田　夏響            ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ                コナミ東加古 小学（2）27 28814

大内　昊河            ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ               コナミ東加古 小学（2）28 28814

家氏　陽大            ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ              コナミ東加古 小学（1）29 28814

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（4）30 28814

玉野　陽大            ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ                 イトマン神戸 小学（1）31 28815

吉野　倖平            ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ                イトマン神戸 中学（2）32 28815

白尾　裕介            ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ                イトマン神戸 小学（1）33 28815

北　　直音            ｷﾀ ﾅｵﾄ                  イトマン神戸 小学（3）34 28815

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 高校（1）35 28815

石川　　煌            ｲｼｶﾜ ｺｳ                 イトマン神戸 小学（5）36 28815

土岐　龍雅            ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（4）37 28815

草野　克仁            ｸｻﾉ ｶﾂﾄ                 イトマン神戸 小学（4）38 28815

杉原　叶真            ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ               イトマン神戸 小学（1）39 28815

鳥塚瑛太郎            ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ              イトマン神戸 小学（4）40 28815

久内　貞治            ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ             イトマン神戸 小学（1）41 28815

林　　暖真            ﾊﾔｼ ﾊﾙﾏ                 イトマン神戸 小学（3）42 28815

坂口　大知            ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ               イトマン神戸 小学（2）43 28815

土岐　脩雅            ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（2）44 28815

濱口　雄飛            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ               イトマン神戸 小学（2）45 28815

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＴＸ明石 中学（2）46 28819

金乙　達也            ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ                イトマン西宮 中学（2）47 28820

吉岡　慶士            ﾖｼｵｶ ｹｲｼ                イトマン西宮 小学（6）48 28820

安芸　慶太            ｱｷ ｹｲﾀ                  イトマン西宮 小学（5）49 28820
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藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（5）50 28820

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（5）51 28820

前崎　優斗            ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ                イトマン西宮 小学（6）52 28820

七藏司隆斗            ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ             イトマン西宮 小学（4）53 28820

塚原　　馴            ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ                イトマン西宮 小学（3）54 28820

谷後　武人            ﾀﾆｺﾞ ﾀｹﾄ                イトマン西宮 小学（4）55 28820

金田　　碧            ｶﾈﾀﾞ ｱｵ                 イトマン西宮 小学（4）56 28820

鈴木　梗乎            ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ                イトマン西宮 小学（4）57 28820

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               ＢＩＧ姫路 高校（2）58 28821

三田　啓介            ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ               ＢＩＧ姫路 小学（6）59 28821

溝端　昇真            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ             ＢＩＧ姫路 小学（2）60 28821

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）61 28821

山本　春樹            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ                ＢＩＧ姫路 中学（1）62 28821

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＢＩＧ姫路 高校（2）63 28821

小川　幹太            ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ                ＢＩＧ姫路 小学（2）64 28821

飯冨　亜紡            ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ                ＢＩＧ姫路 小学（5）65 28821

縄田　航希            ﾅﾜﾀ ｺｳｷ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）66 28821

柴田　悠翔            ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（3）67 28821

加茂　敬佑            ｶﾓ ｹｲｽｹ                 ＢＩＧ姫路 小学（3）68 28821

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）69 28821

梅本　樹綸            ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（3）70 28821

吉浦　育飛            ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（4）71 28821

山本　悠陽            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ                ＢＩＧ姫路 小学（4）72 28821

宇都宮稿碧            ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ                ＮＳＩパール 小学（5）73 28826

鵜野　暖矢            ｳﾉ ﾊﾙﾔ                  ＮＳＩパール 小学（1）74 28826

三浦　拓馬            ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ                 ＮＳＩパール 小学（4）75 28826

金子　晏久            ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ                ＮＳＩパール 小学（3）76 28826

森光　海吏            ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                ＮＳＩパール 小学（3）77 28826

永野　天我            ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ               ＮＳＩ本山 中学（1）78 28828

西口　侑希            ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ               ＮＳＩ本山 小学（2）79 28828

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（2）80 28828

常友　翔太            ﾂﾈﾄﾓ ｼｮｳﾀ               ＮＳＩ本山 中学（2）81 28828

山本　大智            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               ＮＳＩ本山 中学（1）82 28828

田中真之介            ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ               ＮＳＩ本山 中学（3）83 28828

石金　正大            ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ             ＮＳＩ本山 小学（4）84 28828

市野　　陸            ｲﾁﾉ ﾘｸ                  ＮＳＩ本山 小学（3）85 28828

桐原　大悟            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ              ＮＳＩ本山 小学（3）86 28828

本田　優希            ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ本山 小学（3）87 28828

濱口　怜央            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ                ＮＳＩ本山 高校（3）88 28828

西川　楓人            ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）89 28829

藏敷　慎人            ｸﾗｼｷ ﾏﾅﾄ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）90 28829

藤本　悠人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）91 28829

大川　　翼            ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）92 28829

福井漱一郎            ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＪＳＳ宝塚 小学（1）93 28829

望月　健成            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾙ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）94 28829

佐藤　碧音            ｻﾄｳ ｱｵﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）95 28829

川口　竜輝            ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）96 28829

久保　志龍            ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）97 28829

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）98 28829
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梶川　一樹            ｶｼﾞｶﾜ ｲﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）99 28829

南　　宗佑            ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）100 28829

増尾　琉波            ﾏｽｵ ﾘｭｳﾊ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）101 28829

川端　泰寛            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）102 28829

酒井　優全            ｻｶｲ ﾏｻｱｷ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）103 28829

光田　　聡            ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）104 28829

吉田　悠人            ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）105 28829

上之原佑樹            ｳｴﾉﾊﾗ ﾕｳｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）106 28829

藤原　将人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（1）107 28835

塩井　琥大            ｼｵｲ ｺﾀ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）108 28835

曽我　陽虎            ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）109 28835

北村　鷹斗            ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）110 28835

藤本　大輝            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）111 28835

安田　雄飛            ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）112 28835

田中　裕大            ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）113 28835

有野　耀一            ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）114 28835

川口　源喜            ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）115 28835

秋山優太郎            ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）116 28835

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）117 28835

大橋　陵牙            ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）118 28835

小川　瑞貴            ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）119 28835

岡本　　悠            ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）120 28835

衣川　夢空            ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｳｱ               ＳＡ六甲道 小学（5）121 28837

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 中学（3）122 28837

後藤　佑進            ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ               ＳＡ六甲道 中学（1）123 28837

兼井　陸成            ｶﾈｲ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ 小学（6）124 28840

磯崎　優大            ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ               ＮＳＩ 小学（6）125 28840

谷口　琉碧            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ                ＮＳＩ 小学（6）126 28840

池田　蒼祐            ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ               ＮＳＩ 小学（5）127 28840

西崎誉志久            ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ              ＮＳＩ 中学（2）128 28840

小西陽太朗            ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ               ＮＳＩ 中学（1）129 28840

木村聡一郎            ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＮＳＩ 小学（2）130 28840

山下　凌生            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ              ＮＳＩ 中学（1）131 28840

高峰　大地            ﾀｶﾐﾈ ﾀﾞｲﾁ               ＮＳＩ 小学（3）132 28840

東後　　仁            ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ                ＮＳＩ 小学（6）133 28840

三木　悠生            ﾐｷ ﾕｳｾｲ                 ＮＳＩ 小学（3）134 28840

弘中　芳樹            ﾋﾛﾅｶ ﾖｼｷ                ＮＳＩ 小学（4）135 28840

寺本　一翔            ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                ＪＳＳ川西 小学（2）136 28843

大志万仁孝            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（5）137 28843

新谷　柊介            ｼﾝﾀﾆ ｼｭｳｽｹ              ＪＳＳ川西 小学（3）138 28843

新谷　祐希            ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ                ＪＳＳ川西 中学（1）139 28843

大志万仁秀            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ              ＪＳＳ川西 小学（1）140 28843

石山　颯人            ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ川西 小学（2）141 28843

小林　歓多            ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ               ＪＳＳ川西 小学（1）142 28843

横山凛太朗            ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＪＳＳ川西 小学（2）143 28843

長谷川徠稀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ               西脇天神池 小学（2）144 28845

柴田　蓮心            ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                西脇天神池 小学（3）145 28845

橋根　嵩尚            ﾊｼﾈ ﾀｶﾋｻ                西脇天神池 小学（4）146 28845

小川　桃吾            ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ               西脇天神池 小学（4）147 28845
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林　　陵大            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                西脇天神池 小学（5）148 28845

德原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳ尼宝 中学（2）149 28849

寺田　　湊            ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（6）150 28849

寺田　　隼            ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）151 28849

中村　羽来            ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）152 28849

前田成志朗            ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ              ＪＳＳ尼宝 小学（5）153 28849

奈良　　誉            ﾅﾗ ﾎﾏﾚ                  ＪＳＳ尼宝 小学（5）154 28849

飯村　悠太            ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（5）155 28849

塚本旺士郎            ﾂｶﾓﾄ ｵｳｼﾛｳ              ＪＳＳ尼宝 小学（4）156 28849

飯村　謙太            ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）157 28849

堀内　直希            ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）158 28849

中平　玄治            ﾅｶﾋﾗ ｹﾞﾝｼﾞ              ＪＳＳ尼宝 小学（4）159 28849

井垣　拓留            ｲｶﾞｷ ﾀｸﾙ                ＳＵＮ太子 中学（1）160 28862

藤田　泰地            ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ                ナイスＳＰ 小学（5）161 28864

臼井　悠真            ｳｽｲ ﾕｳﾏ                 ナイスＳＰ 高校（2）162 28864

幸尻　温希            ｺｳｼﾞﾘ ｱﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（6）163 28865

美川　恭亮            ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ               尼崎市スポ振 高校（1）164 28865

大坪　陸輝            ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｸ                尼崎市スポ振 小学（6）165 28865

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（5）166 28865

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（5）167 28865

野口隆之介            ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ             尼崎市スポ振 小学（5）168 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（4）169 28865

大室　樹哉            ｵｵﾑﾛ ﾐｷﾔ                尼崎市スポ振 小学（4）170 28865

藤田　章真            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ               尼崎市スポ振 小学（3）171 28865

三島　大雅            ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（2）172 28867

長田　凰良            ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）173 28867

平野　隼矢            ﾋﾗﾉ ｼｭﾝﾔ                ＧＵＮＺＥ 小学（3）174 28867

船本　敬人            ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 高校（1）175 28867

清水　凱斗            ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 高校（1）176 28867

松田　京真            ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ               ＧＵＮＺＥ 小学（5）177 28867

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）178 28867

畑地　優吾            ﾊﾀｼﾞ ﾕｳｺﾞ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）179 28867

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 中学（1）180 28872

横山奏太朗            ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（5）181 28872

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）182 28872

八十　　楓            ﾔｿ ｶｴﾃﾞ                 ＳＵＮ網干 小学（4）183 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（5）184 28872

岡本　　翼            ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               ＳＵＮ網干 小学（1）185 28872

竹本　昂生            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ                ＳＵＮ網干 小学（2）186 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）187 28872

児島　優叶            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ                ＳＵＮ網干 中学（2）188 28872

田澤日々生            ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ               イトマン三田 中学（2）189 28874

松本　尚己            ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ                イトマン三田 中学（1）190 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（1）191 28874

来住　尊斗            ｷｼ ﾐｺﾄ                  イトマン三田 小学（5）192 28874

岡崎　佑莉            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ               イトマン三田 小学（3）193 28874

来住　柚紀            ｷｼ ﾕｽﾞｷ                 イトマン三田 小学（2）194 28874

本荘　佑真            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ              イトマン三田 小学（1）195 28874

岡崎伊桜莉            ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ               イトマン三田 小学（1）196 28874
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西山旺志郎            ﾆｼﾔﾏ ｵｳｼﾛｳ              イトマン三田 小学（4）197 28874

田中　陽晟            ﾀﾅｶ ﾊﾙｾ                 こうでら 小学（5）198 28883

中山　恭之            ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ               こうでら 小学（4）199 28883

水谷　悠聖            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ              こうでら 小学（4）200 28883

大畠　雅也            ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（5）201 28883

元原　楓翔            ﾓﾄﾊﾗ ﾌｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（6）202 28886

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              高砂ＦＣ 中学（2）203 28886

香川　朝陽            ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ                高砂ＦＣ 小学（6）204 28886

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（3）205 28886

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（3）206 28886

吉田琥太朗            ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               高砂ＦＣ 小学（4）207 28886

小川　勇人            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（3）208 28886

塩谷　啓悟            ｼｵﾀﾆ ｹｲｺﾞ               高砂ＦＣ 中学（2）209 28886

久留米歩武            ｸﾙﾒ ｱﾕﾑ                 ＮＳＩ津名 小学（3）210 28892

川淵　雄斗            ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ津名 小学（5）211 28892

杉谷　大和            ｽｷﾞﾀﾆ ﾔﾏﾄ               ＮＳＩ津名 小学（3）212 28892

相田　　理            ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾙ                淡路水協 小学（2）213 28894

山下　　快            ﾔﾏｼﾀ ｶｲ                 佐用ＳＳ 小学（4）214 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（6）215 28898

赤松　与一            ｱｶﾏﾂ ﾖｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（6）216 28898

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）217 28898

廣瀬　優雅            ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ                佐用ＳＳ 小学（4）218 28898

岩本　朱鳥            ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ                佐用ＳＳ 小学（4）219 28898

澤田　俊介            ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              一宮ＳＳ 小学（3）220 28901

吉田琳太郎            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              一宮ＳＳ 小学（4）221 28901

宮藤　慶太            ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ               一宮ＳＳ 小学（4）222 28901

田中　　維            ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                一宮ＳＳ 小学（4）223 28901

前田琉輝亜            ﾏｴﾀﾞ ﾙｷｱ                神戸北町Vivo 小学（2）224 28914

上野本　然            ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ               神戸北町Vivo 小学（5）225 28914

大賀柊之介            ｵｵｶﾞ ｼｭｳﾉｽｹ             神戸北町Vivo 小学（6）226 28914

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（5）227 28914

前田　　湊            ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ                神戸北町Vivo 小学（2）228 28914

池田　大志            ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ                神戸北町Vivo 小学（2）229 28914

森本　　樹            ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ                洲本ＳＰ 中学（1）230 28916

中山　和希            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               洲本ＳＰ 小学（2）231 28916

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 洲本ＳＰ 小学（2）232 28916

田井　　輝            ﾀｲ ﾋｶﾙ                  家島ＳＣ 小学（6）233 28924

桂　　壮佑            ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ                家島ＳＣ 小学（5）234 28924

浅井蒼一郎            ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＳＴ淡路 小学（3）235 28926

下野　真矢            ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ                 ＳＴ淡路 小学（3）236 28926

白井　大誠            ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）237 28931

山田　稀介            ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）238 28931

三昌　拓真            ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（5）239 28931

南田　真和            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（3）240 28931

南田　真己            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）241 28931

南田　真生            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）242 28931

丸山　倖生            ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ               Ｂ＆Ｇ猪名川 高校（2）243 28931
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山本　来暉            ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ                朝日中学 中学（2）1 28033

藤原康太郎            ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ             朝日中学 中学（2）2 28033

竹下　遙希            ﾀｹｼﾀ ﾊﾙｷ                望海中学        中学（1）3 28041

亘利　颯馬            ﾜﾀﾘ ｿｳﾏ                 望海中学 中学（2）4 28041

藤井　泰希            ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ                望海中学 中学（1）5 28041

覚前　陽太            ｶｸﾏｴ ﾖｳﾀ                姫路工業高校 高校（2）6 28315

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路工業高校 高校（2）7 28315

土井　悠斗            ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ                 姫路工業高校 高校（1）8 28315

上元　郁弥            ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ                姫路工業高校 高校（2）9 28315

石垣　孝暁            ｲｼｶﾞｷ ﾀｶｱｷ              姫路工業高校 高校（2）10 28315

村上新之介            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ              姫路工業高校 高校（2）11 28315

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                市立尼崎高校 高校（2）12 28507

阿部　真翼            ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ                 市立尼崎高校 高校（2）13 28507

伊與田　創            ｲﾖﾀ ｲﾂｼ                 尼崎ＳＳ 小学（6）14 28808

細田　陽彦            ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ               尼崎ＳＳ 中学（2）15 28808

髙柳　光希            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ              尼崎ＳＳ 中学（1）16 28808

町　穣之心            ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ              尼崎ＳＳ 小学（5）17 28808

中島　尚也            ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ               尼崎ＳＳ 中学（1）18 28808

福本　脩哉            ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ               コナミ東加古 小学（6）19 28814

宇野　一真            ｳﾉ ｶｽﾞﾏ                 コナミ東加古 小学（5）20 28814

上阪　　潤            ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ               コナミ東加古 小学（5）21 28814

小枝　遼平            ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              コナミ東加古 小学（6）22 28814

鳥塚瑛太郎            ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ              イトマン神戸 小学（4）23 28815

日浦　悠人            ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ                 イトマン神戸 高校（1）24 28815

石川　　煌            ｲｼｶﾜ ｺｳ                 イトマン神戸 小学（5）25 28815

牛戸日向汰            ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン神戸 小学（5）26 28815

吉野　倖平            ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ                イトマン神戸 中学（2）27 28815

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＴＸ明石 中学（2）28 28819

金乙　達也            ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ                イトマン西宮 中学（2）29 28820

安芸　慶太            ｱｷ ｹｲﾀ                  イトマン西宮 小学（5）30 28820

原　　直樹            ﾊﾗ ﾅｵｷ                  イトマン西宮 小学（6）31 28820

金田　　碧            ｶﾈﾀﾞ ｱｵ                 イトマン西宮 小学（4）32 28820

吉岡　慶士            ﾖｼｵｶ ｹｲｼ                イトマン西宮 小学（6）33 28820

飯冨　亜紡            ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ                ＢＩＧ姫路 小学（5）34 28821

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               ＢＩＧ姫路 高校（2）35 28821

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＢＩＧ姫路 高校（2）36 28821

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＢＩＧ姫路 中学（2）37 28821

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）38 28821

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）39 28821

平江　快成            ﾋﾗｴ ｶｲｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（6）40 28821

三田　啓介            ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ               ＢＩＧ姫路 小学（6）41 28821

縄田　航希            ﾅﾜﾀ ｺｳｷ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）42 28821

久保　宏騎            ｸﾎﾞ ｺｳｷ                 ＮＳＩパール 小学（6）43 28826

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ＮＳＩ本山 中学（2）44 28828

濱口　怜央            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ                ＮＳＩ本山 高校（3）45 28828

石金　正大            ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ             ＮＳＩ本山 小学（4）46 28828

山本　唯勝            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ              ＮＳＩ本山 小学（4）47 28828

竹腰　基佑            ﾀｹｺｼ ｷｽｹ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）48 28829

藤本　大輝            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）49 28835
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田中　裕大            ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）50 28835

竹内　陽祐            ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）51 28835

北村　鷹斗            ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）52 28835

青木　浩亮            ｱｵｷ ｺｳｽｹ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）53 28835

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）54 28835

曽我　陽虎            ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）55 28835

渡邊　智哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）56 28835

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 中学（3）57 28837

山澤　空竜            ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ              ＳＡ六甲道 小学（4）58 28837

荒木　優誠            ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ                ＮＳＩ 小学（2）59 28840

小西陽太朗            ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ               ＮＳＩ 中学（1）60 28840

兼井　陸成            ｶﾈｲ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ 小学（6）61 28840

田守　逸誠            ﾀﾓﾘ ｲｯｾｲ                ＪＳＳ川西 中学（3）62 28843

新谷　祐希            ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ                ＪＳＳ川西 中学（1）63 28843

寺本　一翔            ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                ＪＳＳ川西 小学（2）64 28843

山田　直士            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                ＪＳＳ川西 小学（3）65 28843

前田成志朗            ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ              ＪＳＳ尼宝 小学（5）66 28849

飯村　謙太            ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）67 28849

飯村　悠太            ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（5）68 28849

宮田　大和            ﾐﾔﾀ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳ尼宝 中学（2）69 28849

由井　寿樹            ﾕｲ ﾄｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 中学（2）70 28849

岡﨑　一悟            ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ              ＪＳＳ尼宝 小学（6）71 28849

奈良　　誉            ﾅﾗ ﾎﾏﾚ                  ＪＳＳ尼宝 小学（5）72 28849

井垣　拓留            ｲｶﾞｷ ﾀｸﾙ                ＳＵＮ太子 中学（1）73 28862

臼井　悠真            ｳｽｲ ﾕｳﾏ                 ナイスＳＰ 高校（2）74 28864

山本　歩夢            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ                ナイスＳＰ 小学（4）75 28864

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（5）76 28865

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）77 28867

船本　敬人            ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 高校（1）78 28867

美崎剣志郎            ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ               ＧＵＮＺＥ 小学（3）79 28867

畑地　優吾            ﾊﾀｼﾞ ﾕｳｺﾞ               ＧＵＮＺＥ 高校（2）80 28867

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（5）81 28867

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（5）82 28872

清水　梨功            ｼﾐｽﾞ ﾘｸ                 ＳＵＮ網干 小学（6）83 28872

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 中学（1）84 28872

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 小学（6）85 28872

永島　昌悟            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ             ＳＵＮ網干 中学（1）86 28872

西山旺志郎            ﾆｼﾔﾏ ｵｳｼﾛｳ              イトマン三田 小学（4）87 28874

田澤日々生            ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ               イトマン三田 中学（2）88 28874

来住　尊斗            ｷｼ ﾐｺﾄ                  イトマン三田 小学（5）89 28874

松本　尚己            ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ                イトマン三田 中学（1）90 28874

大畠　雅也            ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾔ                こうでら 小学（5）91 28883

金谷　魁真            ｶﾅﾔ ｶｲﾏ                 こうでら 小学（5）92 28883

塩谷　啓悟            ｼｵﾀﾆ ｹｲｺﾞ               高砂ＦＣ 中学（2）93 28886

香川　朝陽            ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ                高砂ＦＣ 小学（6）94 28886

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              高砂ＦＣ 中学（2）95 28886

久留米歩武            ｸﾙﾒ ｱﾕﾑ                 ＮＳＩ津名 小学（3）96 28892

川淵　雄斗            ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ津名 小学（5）97 28892

赤松　与一            ｱｶﾏﾂ ﾖｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（6）98 28898
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男子  100m 自由形
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第1回兵庫県ジュニア短水路水泳競技大会

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 中学（1）99 28898

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  一宮ＳＳ 小学（5）100 28901

久保　時和            ｸﾎﾞ ﾄｷﾜ                 神戸北町Vivo 小学（4）101 28914

岡田　一輝            ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ                神戸北町Vivo 小学（4）102 28914

大賀柊之介            ｵｵｶﾞ ｼｭｳﾉｽｹ             神戸北町Vivo 小学（6）103 28914

池田　大志            ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ                神戸北町Vivo 小学（2）104 28914

森本　　樹            ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ                洲本ＳＰ 中学（1）105 28916

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 中学（3）106 28924

原口　煌生            ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ               ＳＴ淡路 小学（4）107 28926

白井　大誠            ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）108 28931

松下　竣勇            ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ               Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（2）109 28931

南田　真生            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）110 28931

山田　稀介            ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）111 28931

丸山　倖生            ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ               Ｂ＆Ｇ猪名川 高校（2）112 28931

南田　真和            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（3）113 28931

南田　真己            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）114 28931
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男子   50m 背泳ぎ
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第1回兵庫県ジュニア短水路水泳競技大会

森川　順正            ﾓﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｾｲ             朝日中学 中学（2）1 28033

池田柊太郎            ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ             望海中学 中学（2）2 28041

中寺幸太郎            ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 中学（1）3 28808

竹若　遼晟            ﾀｹﾜｶ ﾄｵｾｲ               尼崎ＳＳ 小学（4）4 28808

大内　昊河            ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ               コナミ東加古 小学（2）5 28814

橋詰　陽汰            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ               コナミ東加古 小学（5）6 28814

家氏　陽大            ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ              コナミ東加古 小学（1）7 28814

原田　夏響            ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ                コナミ東加古 小学（2）8 28814

石川　　颯            ｲｼｶﾜ ｿｳ                 イトマン神戸 小学（2）9 28815

濱口　雄飛            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ               イトマン神戸 小学（2）10 28815

杉原　叶真            ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ               イトマン神戸 小学（1）11 28815

力石　琉聖            ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ              イトマン神戸 小学（1）12 28815

北　　直音            ｷﾀ ﾅｵﾄ                  イトマン神戸 小学（3）13 28815

玉野　陽大            ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ                 イトマン神戸 小学（1）14 28815

土岐　脩雅            ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（2）15 28815

大野　　快            ｵｵﾉ ｶｲ                  イトマン神戸 小学（2）16 28815

宮本　周侑            ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｽｹ              イトマン神戸 小学（3）17 28815

尾﨑　勇飛            ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ                イトマン神戸 小学（3）18 28815

田中進士郎            ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ              イトマン西宮 小学（3）19 28820

前崎　優斗            ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ                イトマン西宮 小学（6）20 28820

三上　幌太            ﾐｶﾐ ｺｳﾀ                 ＢＩＧ姫路 小学（4）21 28821

久保　宏騎            ｸﾎﾞ ｺｳｷ                 ＮＳＩパール 小学（6）22 28826

市野　　陸            ｲﾁﾉ ﾘｸ                  ＮＳＩ本山 小学（3）23 28828

西口　侑希            ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ               ＮＳＩ本山 小学（2）24 28828

大川　　翼            ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）25 28829

吉田　悠人            ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）26 28829

川端　泰寛            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）27 28829

恩地　航平            ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）28 28829

髙岡　陽介            ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）29 28829

川口　源喜            ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）30 28835

池田　蒼祐            ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ               ＮＳＩ 小学（5）31 28840

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ 中学（1）32 28840

高峰　大地            ﾀｶﾐﾈ ﾀﾞｲﾁ               ＮＳＩ 小学（3）33 28840

谷口　琉碧            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ                ＮＳＩ 小学（6）34 28840

横山凛太朗            ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＪＳＳ川西 小学（2）35 28843

木村　真足            ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                 ＪＳＳ川西 小学（4）36 28843

橋根　嵩尚            ﾊｼﾈ ﾀｶﾋｻ                西脇天神池 小学（4）37 28845

桑田　悠成            ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                西脇天神池 小学（5）38 28845

長谷　悠樹            ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ               ＪＳＳ尼宝 小学（6）39 28849

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（5）40 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（4）41 28865

渡瀬　駿介            ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ               尼崎市スポ振 中学（2）42 28865

野口稜太郎            ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ             尼崎市スポ振 中学（1）43 28865

森川　宗平            ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 小学（5）44 28872

神吉　玲登            ｶﾝｷ ﾚｲﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）45 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（5）46 28872

東藤　寛人            ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ網干 小学（2）47 28872

阪田　悠真            ｻｶﾀ ﾕｳﾏ                 ＳＵＮ網干 小学（1）48 28872

中山　和樹            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               イトマン三田 小学（3）49 28874
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男子   50m 背泳ぎ
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中島　丈瑠            ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ                こうでら 小学（5）50 28883

田中　陽晟            ﾀﾅｶ ﾊﾙｾ                 こうでら 小学（5）51 28883

杉谷　大和            ｽｷﾞﾀﾆ ﾔﾏﾄ               ＮＳＩ津名 小学（3）52 28892

吉田琳太郎            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              一宮ＳＳ 小学（4）53 28901

田中　　維            ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                一宮ＳＳ 小学（4）54 28901

中山　和希            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               洲本ＳＰ 小学（2）55 28916

竹中　蒼人            ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ                洲本ＳＰ 小学（5）56 28916

平　　向誠            ﾀｲﾗ ｺｳｾｲ                家島ＳＣ 小学（6）57 28924

下野　真矢            ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ                 ＳＴ淡路 小学（3）58 28926
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森川　順正            ﾓﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｾｲ             朝日中学 中学（2）1 28033

池田柊太郎            ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ             望海中学 中学（2）2 28041

村上新之介            ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ              姫路工業高校 高校（2）3 28315

髙柳　光希            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ              尼崎ＳＳ 中学（1）4 28808

中寺幸太郎            ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 中学（1）5 28808

鈴木　　逞            ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ                コナミ東加古 小学（6）6 28814

森本　夏生            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ                コナミ東加古 小学（5）7 28814

七藏司隆斗            ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ             イトマン西宮 小学（4）8 28820

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 中学（2）9 28820

山本　春樹            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ                ＢＩＧ姫路 中学（1）10 28821

三上　幌太            ﾐｶﾐ ｺｳﾀ                 ＢＩＧ姫路 小学（4）11 28821

高島　圭佑            ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ               ＳＡ六甲道 中学（1）12 28837

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ 中学（1）13 28840

荒木　優誠            ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ                ＮＳＩ 小学（2）14 28840

三木　悠生            ﾐｷ ﾕｳｾｲ                 ＮＳＩ 小学（3）15 28840

西崎誉志久            ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ              ＮＳＩ 中学（2）16 28840

桑田　悠成            ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                西脇天神池 小学（5）17 28845

松本　大輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ               ＪＳＳ尼宝 中学（2）18 28849

長谷　悠樹            ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ               ＪＳＳ尼宝 小学（6）19 28849

山本　歩夢            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ                ナイスＳＰ 小学（4）20 28864

渡瀬　駿介            ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ               尼崎市スポ振 中学（2）21 28865

上村　悠斗            ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ                ＧＵＮＺＥ 小学（3）22 28867

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）23 28872

清水　梨功            ｼﾐｽﾞ ﾘｸ                 ＳＵＮ網干 小学（6）24 28872

中島　丈瑠            ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ                こうでら 小学（5）25 28883

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（6）26 28892

葛嶋　光樹            ｸｽﾞｼﾏ ｺｳｷ               神戸北町Vivo 小学（4）27 28914

竹中　蒼人            ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ                洲本ＳＰ 小学（5）28 28916

桂　　壮佑            ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ                家島ＳＣ 小学（5）29 28924

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 中学（3）30 28924
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田中　遥也            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ                 望海中学 中学（2）1 28041

森本　昴樹            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ                姫路工業高校 高校（1）2 28315

田中　駿介            ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ               市立尼崎高校 高校（2）3 28507

吉田　翔星            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ              尼崎ＳＳ 小学（3）4 28808

中川　晃仁            ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ              尼崎ＳＳ 小学（2）5 28808

宇野　一真            ｳﾉ ｶｽﾞﾏ                 コナミ東加古 小学（5）6 28814

長原　一颯            ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ              コナミ東加古 小学（3）7 28814

山城　琉生            ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ                 イトマン神戸 小学（3）8 28815

石川　　颯            ｲｼｶﾜ ｿｳ                 イトマン神戸 小学（2）9 28815

坂口　大知            ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ               イトマン神戸 小学（2）10 28815

白尾　裕介            ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ                イトマン神戸 小学（1）11 28815

尾﨑　勇飛            ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ                イトマン神戸 小学（3）12 28815

鈴木　梗乎            ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ                イトマン西宮 小学（4）13 28820

衛門　刻史            ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ                イトマン西宮 小学（4）14 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 高校（1）15 28820

溝端　昇真            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ             ＢＩＧ姫路 小学（2）16 28821

柴田　悠翔            ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（3）17 28821

平江　佑成            ﾋﾗｴ ﾕｳｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（3）18 28821

三浦　拓馬            ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ                 ＮＳＩパール 小学（4）19 28826

安田　　舜            ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝ                ＮＳＩ本山 小学（4）20 28828

桐原　大悟            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ              ＮＳＩ本山 小学（3）21 28828

福井漱一郎            ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＪＳＳ宝塚 小学（1）22 28829

中原　悠貴            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）23 28829

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）24 28829

梶川　一樹            ｶｼﾞｶﾜ ｲﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）25 28829

川口　竜輝            ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）26 28829

藏敷　慎人            ｸﾗｼｷ ﾏﾅﾄ                ＪＳＳ宝塚 中学（1）27 28829

小川　瑞貴            ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）28 28835

有野　耀一            ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）29 28835

小川　功貴            ｵｶﾞﾜ ｱﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）30 28835

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）31 28835

岡本　　悠            ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）32 28835

藤原　将人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（1）33 28835

安藤　優汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ               ＳＡ六甲道 小学（4）34 28837

難波　祐真            ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾏ                ＳＡ六甲道 小学（6）35 28837

小野　栞汰            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  ＮＳＩ 小学（4）36 28840

山下　凌生            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ              ＮＳＩ 中学（1）37 28840

井口　陽翔            ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ                ＮＳＩ 小学（2）38 28840

大志万仁秀            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ              ＪＳＳ川西 小学（1）39 28843

長谷川敦己            ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ               ＪＳＳ川西 中学（1）40 28843

大志万仁孝            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（5）41 28843

石山　颯人            ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ川西 小学（2）42 28843

木村　真足            ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                 ＪＳＳ川西 小学（4）43 28843

新谷　柊介            ｼﾝﾀﾆ ｼｭｳｽｹ              ＪＳＳ川西 小学（3）44 28843

芝　　航平            ｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ                ＪＳＳ川西 小学（2）45 28843

塚本旺士郎            ﾂｶﾓﾄ ｵｳｼﾛｳ              ＪＳＳ尼宝 小学（4）46 28849

鳥飼　崇流            ﾄﾘｶｲ ｿｳﾙ                ＪＳＳ尼宝 小学（6）47 28849

金井　理人            ｶﾅｲ ﾘﾋﾄ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）48 28849

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 高校（1）49 28865
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村井　大和            ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ                 尼崎市スポ振 小学（6）50 28865

上村　悠斗            ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ                ＧＵＮＺＥ 小学（3）51 28867

坂　　直紀            ﾊﾞﾝ ﾅｵｷ                 ＧＵＮＺＥ 高校（1）52 28867

船本　幸輝            ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 高校（3）53 28867

森川　宗平            ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 小学（5）54 28872

間彦　慶亮            ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ                ＳＵＮ網干 小学（1）55 28872

上川　貴久            ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ               ＳＵＮ網干 小学（3）56 28872

阪田　悠真            ｻｶﾀ ﾕｳﾏ                 ＳＵＮ網干 小学（1）57 28872

岡崎　佑莉            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ               イトマン三田 小学（3）58 28874

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（5）59 28883

藤尾　怜生            ﾌｼﾞｵ ﾚｲ                 こうでら 小学（4）60 28883

小川　勇人            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（3）61 28886

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（3）62 28886

鍬先　一吹            ｸﾜｻｷ ｲﾌﾞｷ               佐用ＳＳ 小学（2）63 28898

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 小学（6）64 28898

山下　　快            ﾔﾏｼﾀ ｶｲ                 佐用ＳＳ 小学（4）65 28898

中尾　允紀            ﾅｶｵ ﾐﾂｷ                 一宮ＳＳ 小学（6）66 28901

澤田　俊介            ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              一宮ＳＳ 小学（3）67 28901

伴　　陸功            ﾊﾞﾝ ﾘｸ                  一宮ＳＳ 中学（3）68 28901

前田琉輝亜            ﾏｴﾀﾞ ﾙｷｱ                神戸北町Vivo 小学（2）69 28914

前田　　湊            ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ                神戸北町Vivo 小学（2）70 28914

久保　時和            ｸﾎﾞ ﾄｷﾜ                 神戸北町Vivo 小学（4）71 28914

竹中　伯燿            ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ               家島ＳＣ 小学（5）72 28924

北脇　基耀            ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                家島ＳＣ 小学（6）73 28924

森山　凌翔            ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ              ＳＴ淡路 小学（5）74 28926

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）75 28931
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石丸　椋太            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ               朝日中学 中学（2）1 28033

藤原康太郎            ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ             朝日中学 中学（2）2 28033

山縣　匠人            ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｸﾄ               朝日中学 中学（2）3 28033

岡部　翔汰            ｵｶﾍﾞ ｼｮｳﾀ               朝日中学 中学（2）4 28033

田中　遥也            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ                 望海中学 中学（2）5 28041

森本　昴樹            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ                姫路工業高校 高校（1）6 28315

田中　駿介            ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ               市立尼崎高校 高校（2）7 28507

木下　兼輔            ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ               尼崎ＳＳ 小学（5）8 28808

山城　琉生            ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ                 イトマン神戸 小学（3）9 28815

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（5）10 28820

衛門　刻史            ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ                イトマン西宮 小学（4）11 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 高校（1）12 28820

平江　快成            ﾋﾗｴ ｶｲｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（6）13 28821

小川　功貴            ｵｶﾞﾜ ｱﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）14 28835

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）15 28835

難波　祐真            ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾏ                ＳＡ六甲道 小学（6）16 28837

小野　栞汰            ｵﾉ ｶﾝﾀ                  ＮＳＩ 小学（4）17 28840

井口　陽翔            ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ                ＮＳＩ 小学（2）18 28840

川上　　晴            ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ                 ＮＳＩ 中学（1）19 28840

坂本　秀幸            ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ              ＮＳＩ 小学（6）20 28840

長谷川敦己            ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ               ＪＳＳ川西 中学（1）21 28843

芝　　航平            ｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ                ＪＳＳ川西 小学（2）22 28843

鳥飼　崇流            ﾄﾘｶｲ ｿｳﾙ                ＪＳＳ尼宝 小学（6）23 28849

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 高校（1）24 28865

村井　大和            ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ                 尼崎市スポ振 小学（6）25 28865

船本　幸輝            ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 高校（3）26 28867

坂　　直紀            ﾊﾞﾝ ﾅｵｷ                 ＧＵＮＺＥ 高校（1）27 28867

藤尾　怜生            ﾌｼﾞｵ ﾚｲ                 こうでら 小学（4）28 28883

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（5）29 28883

盛岡　潤平            ﾓﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            高砂ＦＣ 中学（2）30 28886

伴　　陸功            ﾊﾞﾝ ﾘｸ                  一宮ＳＳ 中学（3）31 28901

中尾　允紀            ﾅｶｵ ﾐﾂｷ                 一宮ＳＳ 小学（6）32 28901

葛嶋　光樹            ｸｽﾞｼﾏ ｺｳｷ               神戸北町Vivo 小学（4）33 28914

北脇　基耀            ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                家島ＳＣ 小学（6）34 28924

竹中　伯燿            ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ               家島ＳＣ 小学（5）35 28924

上原　楓賀            ｳｴﾊﾗ ﾌｳｶﾞ               Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）36 28931

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）37 28931
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柴原　　翼            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ              望海中学 中学（1）1 28041

元澤　和也            ﾓﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ              望海中学 中学（2）2 28041

藤井　泰希            ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ                望海中学 中学（1）3 28041

山本有希也            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ                尼崎ＳＳ 高校（1）4 28808

細田　陽彦            ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ               尼崎ＳＳ 中学（2）5 28808

外薗　大和            ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ               コナミ東加古 小学（3）6 28814

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（4）7 28814

鈴木　　逞            ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ                コナミ東加古 小学（6）8 28814

橋詰　陽汰            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ               コナミ東加古 小学（5）9 28814

松岡　颯人            ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ                コナミ東加古 小学（6）10 28814

久内　貞治            ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ             イトマン神戸 小学（1）11 28815

大野　　快            ｵｵﾉ ｶｲ                  イトマン神戸 小学（2）12 28815

力石　琉聖            ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ              イトマン神戸 小学（1）13 28815

宮本　周侑            ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｽｹ              イトマン神戸 小学（3）14 28815

土岐　龍雅            ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（4）15 28815

田中進士郎            ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ              イトマン西宮 小学（3）16 28820

塚原　　馴            ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ                イトマン西宮 小学（3）17 28820

谷後　武人            ﾀﾆｺﾞ ﾀｹﾄ                イトマン西宮 小学（4）18 28820

山田　航世            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ               イトマン西宮 小学（4）19 28820

吉浦　育飛            ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（4）20 28821

小川　幹太            ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ                ＢＩＧ姫路 小学（2）21 28821

山本　悠陽            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ                ＢＩＧ姫路 小学（4）22 28821

鵜野　暖矢            ｳﾉ ﾊﾙﾔ                  ＮＳＩパール 小学（1）23 28826

森光　海吏            ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                ＮＳＩパール 小学（3）24 28826

原田　波琉            ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                 ＮＳＩパール 小学（2）25 28826

中原　悠貴            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）26 28829

久保　志龍            ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）27 28829

藤本　悠人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）28 28829

増尾　琉波            ﾏｽｵ ﾘｭｳﾊ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）29 28829

光田　　聡            ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）30 28829

恩地　航平            ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）31 28829

上之原佑樹            ｳｴﾉﾊﾗ ﾕｳｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）32 28829

西川　楓人            ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）33 28829

大橋　陵牙            ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）34 28835

渡邊　智哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）35 28835

竹内　陽祐            ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）36 28835

塩井　琥大            ｼｵｲ ｺﾀ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）37 28835

錦織　郁斗            ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ               ＳＡ六甲道 小学（3）38 28837

後藤　佑進            ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ               ＳＡ六甲道 中学（1）39 28837

兼井　彗成            ｶﾈｲ ｴｲﾄ                 ＮＳＩ 小学（3）40 28840

芦田　悠太            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＮＳＩ 小学（6）41 28840

東後　　仁            ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ                ＮＳＩ 小学（6）42 28840

山田　直士            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                ＪＳＳ川西 小学（3）43 28843

林　　陵大            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                西脇天神池 小学（5）44 28845

小川　桃吾            ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ               西脇天神池 小学（4）45 28845

長谷川徠稀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ               西脇天神池 小学（2）46 28845

由井　寿樹            ﾕｲ ﾄｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 中学（2）47 28849

中村　羽来            ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）48 28849

堀内　直希            ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）49 28849
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中平　玄治            ﾅｶﾋﾗ ｹﾞﾝｼﾞ              ＪＳＳ尼宝 小学（4）50 28849

宮田　大和            ﾐﾔﾀ ﾔﾏﾄ                 ＪＳＳ尼宝 中学（2）51 28849

藤田　章真            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ               尼崎市スポ振 小学（3）52 28865

大坪　陸輝            ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｸ                尼崎市スポ振 小学（6）53 28865

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（5）54 28865

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（5）55 28865

美崎剣志郎            ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ               ＧＵＮＺＥ 小学（3）56 28867

古髙　輝希            ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）57 28867

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（5）58 28867

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 小学（6）59 28872

児島　優叶            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ                ＳＵＮ網干 中学（2）60 28872

三浦亜翔夢            ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ                 ＳＵＮ網干 小学（2）61 28872

神吉　玲登            ｶﾝｷ ﾚｲﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）62 28872

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（5）63 28872

横山奏太朗            ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（5）64 28872

東藤　寛人            ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ網干 小学（2）65 28872

来住　柚紀            ｷｼ ﾕｽﾞｷ                 イトマン三田 小学（2）66 28874

阿部　伊吹            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                こうでら 小学（4）67 28883

元原　楓翔            ﾓﾄﾊﾗ ﾌｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（6）68 28886

吉田琥太朗            ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               高砂ＦＣ 小学（4）69 28886

廣瀬　優雅            ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ                佐用ＳＳ 小学（4）70 28898

岩本　朱鳥            ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ                佐用ＳＳ 小学（4）71 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 中学（1）72 28898

澤田伸一郎            ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ             一宮ＳＳ 小学（6）73 28901

宮藤　慶太            ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ               一宮ＳＳ 小学（4）74 28901

岡田　一輝            ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ                神戸北町Vivo 小学（4）75 28914

西川　　遼            ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ                神戸北町Vivo 小学（4）76 28914

山本　　慶            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                 家島ＳＣ 小学（6）77 28924

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 中学（3）78 28926

原口　煌生            ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ               ＳＴ淡路 小学（4）79 28926

浅井蒼一郎            ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＳＴ淡路 小学（3）80 28926

三昌　拓真            ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（5）81 28931
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第1回兵庫県ジュニア短水路水泳競技大会

綱　朔太郎            ﾂﾅ ｻｸﾀﾛｳ                朝日中学 中学（2）1 28033

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                市立尼崎高校 高校（2）2 28507

大宇根和寿            ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ              尼崎ＳＳ 中学（1）3 28808

山本有希也            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ                尼崎ＳＳ 高校（1）4 28808

傳谷孝太郎            ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 小学（6）5 28808

山田　航世            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ               イトマン西宮 小学（4）6 28820

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（5）7 28820

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 中学（2）8 28820

知念　　翼            ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）9 28828

高島　圭佑            ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ               ＳＡ六甲道 中学（1）10 28837

山澤　力樹            ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ                ＳＡ六甲道 中学（1）11 28837

芦田　悠太            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＮＳＩ 小学（6）12 28840

兼井　彗成            ｶﾈｲ ｴｲﾄ                 ＮＳＩ 小学（3）13 28840

德原　詢也            ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ              ＪＳＳ尼宝 中学（2）14 28849

北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 高校（2）15 28864

永島　昌悟            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ             ＳＵＮ網干 中学（1）16 28872

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（1）17 28874

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（6）18 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（6）19 28898

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 中学（2）20 28901

大楽　竜世            ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ             一宮ＳＳ 中学（2）21 28901

西川　　遼            ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ                神戸北町Vivo 小学（4）22 28914

山本　　慶            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                 家島ＳＣ 小学（6）23 28924

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ＳＴ淡路 中学（3）24 28926

浦川　慧大            ｳﾗｶﾜ ｹｲﾀ                Ｂ＆Ｇ猪名川 高校（2）25 28931

17/37 ページ2020年2月21日 7:25:00
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綱　朔太郎            ﾂﾅ ｻｸﾀﾛｳ                朝日中学 中学（2）1 28033

木下　兼輔            ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ               尼崎ＳＳ 小学（5）2 28808

大江誠志郎            ｵｵｴ ｾｲｼﾛｳ               尼崎ＳＳ 小学（3）3 28808

大宇根和寿            ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ              尼崎ＳＳ 中学（1）4 28808

傳谷孝太郎            ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 小学（6）5 28808

小枝　遼平            ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              コナミ東加古 小学（6）6 28814

上阪　　潤            ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ               コナミ東加古 小学（5）7 28814

松岡　颯人            ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ                コナミ東加古 小学（6）8 28814

牛戸日向汰            ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン神戸 小学（5）9 28815

草野　克仁            ｸｻﾉ ｶﾂﾄ                 イトマン神戸 小学（4）10 28815

林　　暖真            ﾊﾔｼ ﾊﾙﾏ                 イトマン神戸 小学（3）11 28815

原　　直樹            ﾊﾗ ﾅｵｷ                  イトマン西宮 小学（6）12 28820

平江　佑成            ﾋﾗｴ ﾕｳｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（3）13 28821

梅本　樹綸            ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（3）14 28821

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＢＩＧ姫路 中学（2）15 28821

原田　波琉            ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                 ＮＳＩパール 小学（2）16 28826

宇都宮稿碧            ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ                ＮＳＩパール 小学（5）17 28826

金子　晏久            ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ                ＮＳＩパール 小学（3）18 28826

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ＮＳＩ本山 中学（2）19 28828

山本　大智            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               ＮＳＩ本山 中学（1）20 28828

知念　　翼            ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ                ＮＳＩ本山 中学（1）21 28828

本田　優希            ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ                ＮＳＩ本山 小学（3）22 28828

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（2）23 28828

山本　唯勝            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ              ＮＳＩ本山 小学（4）24 28828

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）25 28829

髙岡　陽介            ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）26 28829

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）27 28829

酒井　優全            ｻｶｲ ﾏｻｱｷ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）28 28829

南　　宗佑            ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）29 28829

竹腰　基佑            ﾀｹｺｼ ｷｽｹ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）30 28829

秋山優太郎            ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）31 28835

青木　浩亮            ｱｵｷ ｺｳｽｹ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）32 28835

安田　雄飛            ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）33 28835

錦織　郁斗            ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ               ＳＡ六甲道 小学（3）34 28837

安藤　優汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ               ＳＡ六甲道 小学（4）35 28837

山澤　空竜            ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ              ＳＡ六甲道 小学（4）36 28837

山澤　力樹            ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ                ＳＡ六甲道 中学（1）37 28837

川上　　晴            ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ                 ＮＳＩ 中学（1）38 28840

弘中　芳樹            ﾋﾛﾅｶ ﾖｼｷ                ＮＳＩ 小学（4）39 28840

坂本　秀幸            ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ              ＮＳＩ 小学（6）40 28840

木村聡一郎            ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＮＳＩ 小学（2）41 28840

磯崎　優大            ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ               ＮＳＩ 小学（6）42 28840

小林　歓多            ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ               ＪＳＳ川西 小学（1）43 28843

柴田　蓮心            ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                西脇天神池 小学（3）44 28845

岡﨑　一悟            ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ              ＪＳＳ尼宝 小学（6）45 28849

金井　理人            ｶﾅｲ ﾘﾋﾄ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）46 28849

寺田　　湊            ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（6）47 28849

寺田　　隼            ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）48 28849

藤田　泰地            ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ                ナイスＳＰ 小学（5）49 28864
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北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 高校（2）50 28864

野口隆之介            ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ             尼崎市スポ振 小学（5）51 28865

野口稜太郎            ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ             尼崎市スポ振 中学（1）52 28865

古髙　輝希            ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）53 28867

間彦　慶亮            ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ                ＳＵＮ網干 小学（1）54 28872

岡本　　翼            ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               ＳＵＮ網干 小学（1）55 28872

竹本　昂生            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ                ＳＵＮ網干 小学（2）56 28872

上川　貴久            ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ               ＳＵＮ網干 小学（3）57 28872

八十　　楓            ﾔｿ ｶｴﾃﾞ                 ＳＵＮ網干 小学（4）58 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）59 28872

三浦亜翔夢            ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ                 ＳＵＮ網干 小学（2）60 28872

中山　和樹            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               イトマン三田 小学（3）61 28874

金谷　魁真            ｶﾅﾔ ｶｲﾏ                 こうでら 小学（5）62 28883

中山　恭之            ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ               こうでら 小学（4）63 28883

阿部　伊吹            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                こうでら 小学（4）64 28883

水谷　悠聖            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ              こうでら 小学（4）65 28883

盛岡　潤平            ﾓﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            高砂ＦＣ 中学（2）66 28886

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（3）67 28886

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（6）68 28892

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（6）69 28898

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  一宮ＳＳ 小学（5）70 28901

岡住　直和            ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ               一宮ＳＳ 中学（2）71 28901

澤田伸一郎            ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ             一宮ＳＳ 小学（6）72 28901

大楽　竜世            ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ             一宮ＳＳ 中学（2）73 28901

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（5）74 28914

上野本　然            ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ               神戸北町Vivo 小学（5）75 28914

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 洲本ＳＰ 小学（2）76 28916

森山　凌翔            ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ              ＳＴ淡路 小学（5）77 28926

上原　楓賀            ｳｴﾊﾗ ﾌｳｶﾞ               Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）78 28931

松下　竣勇            ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ               Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（2）79 28931
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山角　綾乃            ﾔﾏｶﾄﾞ ｱﾔﾉ               望海中学 中学（2）1 28041

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 市立葺合高校 高校（1）2 28503

中川　綾姫            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ               尼崎ＳＳ 幼児3 28808

岩本　帆夏            ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ                尼崎ＳＳ 中学（2）4 28808

橋本奈々江            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ                尼崎ＳＳ 中学（3）5 28808

永井　　柚            ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ                尼崎ＳＳ 小学（2）6 28808

中寺真衣子            ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ               尼崎ＳＳ 小学（4）7 28808

園山　星菜            ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ                尼崎ＳＳ 小学（4）8 28808

岡本　采実            ｵｶﾓﾄ ｺﾄﾐ                尼崎ＳＳ 小学（5）9 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（2）10 28808

河本　莉桜            ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ                 コナミ東加古 小学（1）11 28814

柴本　桃花            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ               コナミ東加古 小学（4）12 28814

井澤　明里            ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ                コナミ東加古 小学（2）13 28814

大野　莉音            ｵｵﾉ ﾘｵﾝ                 コナミ東加古 小学（2）14 28814

河本　紗良            ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ                 コナミ東加古 小学（3）15 28814

上阪　　萌            ｳｴｻｶ ﾓｴ                 コナミ東加古 小学（3）16 28814

福本　眞央            ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ                コナミ東加古 小学（4）17 28814

戸田菜々美            ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 小学（4）18 28814

井澤　千明            ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ                コナミ東加古 小学（4）19 28814

副島　一蕗            ｿｴｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ              イトマン神戸 小学（3）20 28815

竹原千紗葵            ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ                イトマン神戸 小学（3）21 28815

貴島　彩羽            ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ                イトマン神戸 小学（1）22 28815

山城　杏未            ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ                 イトマン神戸 小学（1）23 28815

村田　未紗            ﾑﾗﾀ ﾐｻ                  イトマン神戸 小学（3）24 28815

村川　愛美            ﾑﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ                イトマン神戸 小学（2）25 28815

佐藤まあり            ｻﾄｳ ﾏｱﾘ                 イトマン神戸 小学（2）26 28815

井本　奈那            ｲﾓﾄ ﾅﾅ                  イトマン神戸 小学（2）27 28815

野口　結奈            ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ                 イトマン神戸 小学（2）28 28815

藤川　愛菜            ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ                イトマン神戸 小学（2）29 28815

尾関　明咲            ｵｾﾞｷ ｱｻｷﾞ               イトマン神戸 小学（2）30 28815

古賀　月菜            ｺｶﾞ ﾙﾅ                  イトマン神戸 小学（1）31 28815

寺本莉佳子            ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ                イトマン神戸 小学（2）32 28815

清田　　陽            ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ                 イトマン神戸 中学（1）33 28815

黒佐なつみ            ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ                 イトマン神戸 中学（2）34 28815

野村　芽生            ﾉﾑﾗ ﾒｲ                  イトマン神戸 小学（4）35 28815

尾関　葵衣            ｵｾﾞｷ ｱｵｲ                イトマン神戸 小学（3）36 28815

岡本　真緒            ｵｶﾓﾄ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（6）37 28815

中田　小雪            ﾅｶﾀ ｺﾕｷ                 イトマン神戸 小学（6）38 28815

荒西　真有            ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ                 イトマン神戸 小学（4）39 28815

廣田　七海            ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ                 イトマン神戸 小学（4）40 28815

有田　真歩            ｱﾘﾀ ﾏﾎ                  イトマン神戸 小学（4）41 28815

北村　優芽            ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ                 ＴＸ明石 小学（6）42 28819

岡田　璃子            ｵｶﾀﾞ ﾘｺ                 ＴＸ明石 中学（2）43 28819

伊藤　倖來            ｲﾄｳ ﾕｷﾅ                 ＴＸ明石 小学（4）44 28819

山野　綾音            ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ                 ＴＸ明石 小学（6）45 28819

山野　清花            ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ                 ＴＸ明石 小学（3）46 28819

伊藤來瑠美            ｲﾄｳ ｸﾙﾐ                 ＴＸ明石 小学（6）47 28819

寺本果英奈            ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ                ＴＸ明石 小学（6）48 28819

濵口　由昊            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ               イトマン西宮 小学（3）49 28820
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橋本　寧彩            ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ                イトマン西宮 小学（4）50 28820

ビッグスレーナ        ﾋﾞｯｸﾞｽ ﾚｰﾅ              イトマン西宮 中学（1）51 28820

大塚　美咲            ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）52 28820

藤井　瑠夏            ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（3）53 28820

田中　桜子            ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ                イトマン西宮 小学（2）54 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（6）55 28820

金乙　帆香            ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ                イトマン西宮 中学（1）56 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 中学（2）57 28820

前田　彩乃            ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ                イトマン西宮 中学（1）58 28820

西森　天音            ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ                ＢＩＧ姫路 小学（3）59 28821

小寺　里奈            ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）60 28821

清王　梨花            ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ                ＢＩＧ姫路 小学（3）61 28821

長谷川奈々            ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ                ＢＩＧ姫路 小学（4）62 28821

柴田ひまり            ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（4）63 28821

小川　　歩            ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ                ＢＩＧ姫路 小学（4）64 28821

小寺　心結            ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）65 28821

長谷川結菜            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ               ＢＩＧ姫路 小学（6）66 28821

三上　陽奈            ﾐｶﾐ ﾋﾅ                  ＢＩＧ姫路 小学（6）67 28821

西森　千紗            ﾆｼﾓﾘ ﾁｻ                 ＢＩＧ姫路 中学（1）68 28821

稗田かずみ            ﾋｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ               ＢＩＧ姫路 小学（5）69 28821

後藤　菜緒            ｺﾞﾄｳ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）70 28821

西森　友咲            ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾐ                ＢＩＧ姫路 小学（1）71 28821

久保　優子            ｸﾎﾞ ﾕｳｺ                 ＮＳＩパール 小学（3）72 28826

西口　　和            ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ              ＮＳＩ本山 小学（2）73 28828

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 中学（2）74 28828

堀口　水優            ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾕ                ＮＳＩ本山 小学（3）75 28828

市川　沙和            ｲﾁｶﾜ ｻﾔ                 ＮＳＩ本山 小学（4）76 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 中学（2）77 28828

清水　　絢            ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ               ＮＳＩ本山 小学（4）78 28828

原田　七海            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 中学（3）79 28828

小阪　愛生            ｺｻｶ ﾅﾙﾐ                 ＮＳＩ本山 小学（5）80 28828

永野聖里愛            ﾅｶﾞﾉ ｾﾘｱ                ＮＳＩ本山 小学（6）81 28828

沼田　幸奈            ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）82 28829

髙山こより            ﾀｶﾔﾏ ｺﾖﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）83 28829

森田　結香            ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）84 28829

北田　陽愛            ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）85 28829

大川　　桃            ｵｵｶﾜ ﾓﾓ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）86 28829

溝口　穂華            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）87 28829

赤木　　楓            ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）88 28829

伊藤日依梨            ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）89 28829

池田　照子            ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）90 28829

徳田　　舞            ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）91 28829

宮城玲衣花            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）92 28829

田中　愛菜            ﾀﾅｶ ｱｲﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）93 28829

久保　美寧            ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）94 28829

堀　　花楓            ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）95 28829

竹川うらら            ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）96 28829

籔田　菜緒            ﾔﾌﾞﾀ ﾅｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）97 28829

田内　冬華            ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）98 28829
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徳田　結子            ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）99 28829

松本梨里香            ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）100 28829

久保　美羽            ｸﾎﾞ ﾐｳ                  ＪＳＳ宝塚 小学（6）101 28829

竃本　円香            ｶﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）102 28829

刈屋ほのか            ｶﾘﾔ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）103 28829

本村　珠希            ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）104 28835

有野　　誉            ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）105 28835

川崎　瑞季            ｶﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）106 28835

菅原　愛夏            ｽｶﾞﾊﾗ ｱｲｶ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）107 28835

伊藤　瑞穂            ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）108 28835

水野　珠亜            ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭｱ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）109 28835

板東ゆあな            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）110 28835

大園　陽詩            ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）111 28835

高橋　美羽            ﾀｶﾊｼ ﾐｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）112 28835

前田　望海            ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）113 28835

明石　凜真            ｱｶｼ ﾘﾏ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）114 28835

尾川日奈子            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅｺ                ＳＡ六甲道 小学（4）115 28837

南里こころ            ﾅﾝﾘ ｺｺﾛ                 ＳＡ六甲道 中学（2）116 28837

福永　愛花            ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ               ＳＡ六甲道 小学（4）117 28837

楠井　彩乃            ｸｽｲ ｱﾔﾉ                 ＮＳＩ 小学（4）118 28840

江端美月季            ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ               ＮＳＩ 小学（4）119 28840

金谷いろは            ｶﾅﾀﾆ ｲﾛﾊ                ＮＳＩ 小学（4）120 28840

角　　花笑            ｽﾐ ﾊﾅｴ                  ＮＳＩ 小学（2）121 28840

尼子　舞花            ｱﾏｺ ﾏｲｶ                 ＮＳＩ 小学（3）122 28840

永山　　凛            ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾝ                ＮＳＩ 小学（3）123 28840

山田結希菜            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ                ＮＳＩ 小学（4）124 28840

中島　渓衣            ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ                ＮＳＩ 小学（4）125 28840

辻阪　若菜            ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ               ＮＳＩ 小学（6）126 28840

岩崎　心美            ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ                ＮＳＩ 小学（5）127 28840

田中　美優            ﾀﾅｶ ﾐﾕ                  ＮＳＩ 小学（5）128 28840

北見　優奈            ｷﾀﾐ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（1）129 28840

角　　美空            ｽﾐ ﾐｿﾗ                  ＮＳＩ 小学（5）130 28840

尾川ひなた            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ 中学（1）131 28840

小島　望未            ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ               ＮＳＩ 小学（5）132 28840

尾田　結彩            ｵﾀﾞ ﾕｱｻ                 ＮＳＩ 中学（2）133 28840

今井陽菜乃            ｲﾏｲ ﾋﾅﾉ                 ＪＳＳ川西 小学（5）134 28843

玉村　麗花            ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ                ＪＳＳ川西 幼児135 28843

石山　紗愛            ｲｼﾔﾏ ｻｴ                 ＪＳＳ川西 小学（4）136 28843

穂鷹　奈々            ﾎﾀｶ ﾅﾅ                  ＪＳＳ川西 中学（2）137 28843

鈴木　心彩            ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                ＪＳＳ川西 小学（5）138 28843

福井　彩映            ﾌｸｲ ｻｴ                  ＪＳＳ川西 小学（5）139 28843

尾藤　弥天            ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ                 ＪＳＳ川西 小学（4）140 28843

細田ひより            ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                ＪＳＳ川西 小学（4）141 28843

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（3）142 28843

鈴木　葵絆            ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ               ＪＳＳ川西 小学（3）143 28843

松尾　天夏            ﾏﾂｵ ﾃﾝｶ                 ＪＳＳ川西 小学（5）144 28843

八田みのん            ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                 ＪＳＳ川西 小学（2）145 28843

永野　華菜            ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ                 ＪＳＳ川西 小学（1）146 28843

黒﨑　海里            ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                ＪＳＳ川西 小学（2）147 28843

22/37 ページ2020年2月21日 7:25:00



女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第1回兵庫県ジュニア短水路水泳競技大会

穂満　史帆            ﾎﾏﾝ ｼﾎ                  西脇天神池 小学（4）148 28845

桑田　芽依            ｸﾜﾀ ﾒｲ                  西脇天神池 小学（2）149 28845

三浦　美月            ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（5）150 28849

德原　美玖            ﾄｸﾊﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）151 28849

山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳ尼宝 中学（3）152 28849

中澤　恋羽            ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾈ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）153 28849

鄭　　紫晗            ﾃｲ ﾁｮｶﾝ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）154 28849

遠藤ましろ            ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）155 28849

井垣　柚穂            ｲｶﾞｷ ﾕｽﾞﾎ               ＳＵＮ太子 小学（5）156 28862

横内　秋菜            ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ                ＳＵＮ太子 小学（5）157 28862

伊藤亜紀奈            ｲﾄｳ ｱｷﾅ                 ナイスＳＰ 小学（4）158 28864

山本優芽華            ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒｶ                ナイスＳＰ 小学（2）159 28864

井上舞衣子            ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ                ナイスＳＰ 小学（6）160 28864

伊藤梨央奈            ｲﾄｳ ﾘｵﾅ                 ナイスＳＰ 小学（6）161 28864

田中　風逢            ﾀﾅｶ ﾌｱ                  ナイスＳＰ 小学（5）162 28864

中島　清花            ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ               尼崎市スポ振 小学（5）163 28865

小山　桜歩            ｺﾔﾏ ｻﾎ                  尼崎市スポ振 小学（6）164 28865

中島　涼花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｶ              尼崎市スポ振 中学（1）165 28865

山田　杏奈            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ                尼崎市スポ振 高校（1）166 28865

吉原　空海            ﾖｼﾊﾗ ｿﾗﾐ                尼崎市スポ振 小学（5）167 28865

藤田　梨恋            ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ                 尼崎市スポ振 小学（5）168 28865

中田　伶音            ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ                 尼崎市スポ振 小学（3）169 28865

新藤　花音            ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ               尼崎市スポ振 小学（6）170 28865

河野　唯花            ｶﾜﾉ ﾕｲｶ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）171 28867

牛山知紗希            ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（3）172 28867

大木　奏乃            ｵｵｷ ｶﾉ                  ＧＵＮＺＥ 小学（3）173 28867

荒本　佑愛            ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                 ＧＵＮＺＥ 小学（2）174 28867

山室　　有            ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ                 ＳＵＮ網干 小学（2）175 28872

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（5）176 28872

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（4）177 28872

佐藤　瑛衣            ｻﾄｳ ｴｲ                  ＳＵＮ網干 小学（4）178 28872

段林　未來            ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ              ＳＵＮ網干 小学（5）179 28872

河野　紗奈            ｶﾜﾉ ｻﾅ                  ＳＵＮ網干 小学（3）180 28872

有井　瑞稀            ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ                イトマン三田 小学（3）181 28874

石田　愛沙            ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ                イトマン三田 小学（3）182 28874

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（6）183 28874

入江　藍菜            ｲﾘｴ ｱｲﾅ                 イトマン三田 小学（2）184 28874

野村　陽心            ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ                 イトマン三田 小学（5）185 28874

柳田　　澪            ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ               イトマン三田 小学（2）186 28874

波平　夏歩            ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（2）187 28874

藤原　　夢            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾒ                こうでら 中学（1）188 28883

種田　果恵            ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ                 こうでら 小学（6）189 28883

髙内ひまり            ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                こうでら 小学（4）190 28883

廣石　梨音            ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ                 こうでら 小学（3）191 28883

沼田　杏菜            ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ                 こうでら 小学（1）192 28883

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                こうでら 小学（3）193 28883

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（3）194 28886

岩本　琉杏            ｲﾜﾓﾄ ﾙｱ                 高砂ＦＣ 小学（4）195 28886

小川　奈々            ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                 高砂ＦＣ 小学（5）196 28886
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林　穂乃花            ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                 高砂ＦＣ 小学（5）197 28886

大谷　夏美            ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                高砂ＦＣ 小学（6）198 28886

藤本　千珠            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｽﾞ               高砂ＦＣ 小学（6）199 28886

田中　美悠            ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ                 高砂ＦＣ 小学（6）200 28886

戸田　美来            ﾄﾀﾞ ﾐｸﾙ                 高砂ＦＣ 中学（1）201 28886

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 中学（1）202 28886

田中　沙帆            ﾀﾅｶ ｻﾎ                  高砂ＦＣ 小学（4）203 28886

増田　　心            ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾛ                ＮＳＩ津名 小学（5）204 28892

松田　風羽            ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾜ                 ＮＳＩ津名 小学（4）205 28892

片山　絃佳            ｶﾀﾔﾏ ｲﾄｶ                ＮＳＩ津名 小学（4）206 28892

相田くらら            ｱｲﾀﾞ ｸﾗﾗ                淡路水協 小学（3）207 28894

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（5）208 28898

廣瀬菜々美            ﾋﾛｾ ﾅﾅﾐ                 佐用ＳＳ 小学（6）209 28898

大楽　彩華            ﾀﾞｲﾗｸ ｲﾛﾊ               一宮ＳＳ 小学（5）210 28901

植木はる菜            ｳｴｷ ﾊﾙﾅ                 一宮ＳＳ 小学（6）211 28901

中村　翠希            ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ               一宮ＳＳ 小学（3）212 28901

塚本　彩音            ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ                一宮ＳＳ 小学（3）213 28901

西山　結菜            ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ                 一宮ＳＳ 小学（3）214 28901

西山　真帆            ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ                 一宮ＳＳ 小学（3）215 28901

渡邉　美元            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｶ               神戸北町Vivo 小学（5）216 28914

川田　幸奈            ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ                 神戸北町Vivo 中学（2）217 28914

内田　歩夢            ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ                神戸北町Vivo 中学（1）218 28914

中村　沙紀            ﾅｶﾑﾗ ｻｷ                 神戸北町Vivo 小学（4）219 28914

重見　彩葉            ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ                神戸北町Vivo 小学（3）220 28914

阪本実菜碧            ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ                神戸北町Vivo 小学（1）221 28914

友重　智美            ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ               神戸北町Vivo 中学（1）222 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 中学（1）223 28914

田井　千晴            ﾀｲ ﾁﾊﾙ                  家島ＳＣ 小学（6）224 28924

上田　梨愛            ｳｴﾀﾞ ﾘｱ                 家島ＳＣ 小学（6）225 28924

上田　夏愛            ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                家島ＳＣ 小学（4）226 28924

関谷　心美            ｾｷﾀﾆ ｺｺﾐ                家島ＳＣ 小学（4）227 28924

倉本　此椛            ｸﾗﾓﾄ ｺｺｶ                ＳＴ淡路 小学（6）228 28926

山崎　姫奈            ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ                ＳＴ淡路 中学（1）229 28926

西本帆乃夏            ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）230 28931

北島　瑞希            ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ              Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（5）231 28931

山本　明依            ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）232 28931

西本陽代里            ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（3）233 28931

南家　亜衣            ﾅﾝｹ ｱｲ                  Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）234 28931

坂本　初音            ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（4）235 28931
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清田　　輝            ｷﾖﾀ ｱｷﾗ                 市立葺合高校 高校（1）1 28503

大庭　海有            ｵｵﾊﾞ ﾐｳ                 市立葺合高校 高校（1）2 28503

橋本奈々江            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ                尼崎ＳＳ 中学（3）3 28808

山内　　楓            ﾔﾏｳﾁ ｶｴﾃﾞ               尼崎ＳＳ 中学（1）4 28808

吉田　菖乃            ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ                尼崎ＳＳ 小学（5）5 28808

黒佐なつみ            ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ                 イトマン神戸 中学（2）6 28815

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 中学（1）7 28815

野村　芽生            ﾉﾑﾗ ﾒｲ                  イトマン神戸 小学（4）8 28815

清田　　陽            ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ                 イトマン神戸 中学（1）9 28815

吉村　安珠            ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ               イトマン神戸 中学（2）10 28815

寺本果英奈            ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ                ＴＸ明石 小学（6）11 28819

北村　優芽            ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ                 ＴＸ明石 小学（6）12 28819

伊藤來瑠美            ｲﾄｳ ｸﾙﾐ                 ＴＸ明石 小学（6）13 28819

山野　綾音            ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ                 ＴＸ明石 小学（6）14 28819

岡田　璃子            ｵｶﾀﾞ ﾘｺ                 ＴＸ明石 中学（2）15 28819

濵口　希昊            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ               イトマン西宮 小学（5）16 28820

平生　亜優            ﾋﾗｵ ｱﾕ                  イトマン西宮 小学（5）17 28820

大塚　美咲            ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）18 28820

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                イトマン西宮 中学（2）19 28820

金乙　帆香            ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ                イトマン西宮 中学（1）20 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（6）21 28820

清水　菜緒            ｼﾐｽﾞ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）22 28821

西森　千紗            ﾆｼﾓﾘ ﾁｻ                 ＢＩＧ姫路 中学（1）23 28821

稗田かずみ            ﾋｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ               ＢＩＧ姫路 小学（5）24 28821

長谷川結菜            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ               ＢＩＧ姫路 小学（6）25 28821

原田　　歩            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ                 ＮＳＩパール 小学（1）26 28826

久保　優子            ｸﾎﾞ ﾕｳｺ                 ＮＳＩパール 小学（3）27 28826

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 中学（2）28 28828

中林　愛子            ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ              ＮＳＩ本山 小学（6）29 28828

松本　涼音            ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ               ＮＳＩ本山 中学（2）30 28828

田内　冬華            ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）31 28829

髙山あかり            ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）32 28829

望月ひより            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）33 28829

松本梨里香            ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）34 28829

伊藤日依梨            ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）35 28829

前田　望海            ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）36 28835

高橋　美羽            ﾀｶﾊｼ ﾐｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）37 28835

菅原　愛夏            ｽｶﾞﾊﾗ ｱｲｶ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）38 28835

大園　陽詩            ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）39 28835

明石　凜真            ｱｶｼ ﾘﾏ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）40 28835

安藤　詩歩            ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ                ＳＡ六甲道 中学（1）41 28837

加賀田羽海            ｶｶﾞﾀ ｳﾐ                 ＳＡ六甲道 小学（4）42 28837

宮内　葉月            ﾐﾔｳﾁ ﾊﾂﾞｷ               ＳＡ六甲道 中学（2）43 28837

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（5）44 28837

石川　芽依            ｲｼｶﾜ ﾒｲ                 ＳＡ六甲道 中学（1）45 28837

南里こころ            ﾅﾝﾘ ｺｺﾛ                 ＳＡ六甲道 中学（2）46 28837

宮内　乙葉            ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ                ＳＡ六甲道 小学（4）47 28837

尾田　結彩            ｵﾀﾞ ﾕｱｻ                 ＮＳＩ 中学（2）48 28840

辻阪　若菜            ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ               ＮＳＩ 小学（6）49 28840
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小島　望未            ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ               ＮＳＩ 小学（5）50 28840

土肥　　綺            ﾄﾞﾋ ｱﾔ                  ＪＳＳ川西 小学（2）51 28843

穂鷹　奈々            ﾎﾀｶ ﾅﾅ                  ＪＳＳ川西 中学（2）52 28843

鈴木　葵絆            ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ               ＪＳＳ川西 小学（3）53 28843

原口　かな            ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ                ＪＳＳ川西 小学（5）54 28843

長谷　沙紀            ﾅｶﾞﾀﾆ ｻｷ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）55 28849

山下　希実            ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ               ＪＳＳ尼宝 中学（3）56 28849

德原　美玖            ﾄｸﾊﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）57 28849

細見　詩希            ﾎｿﾐ ｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 小学（3）58 28849

鄭　　紫晗            ﾃｲ ﾁｮｶﾝ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）59 28849

中尾　理那            ﾅｶｵ ﾘﾅ                  ＳＵＮ太子 中学（2）60 28862

横内　秋菜            ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ                ＳＵＮ太子 小学（5）61 28862

三輪　奏羽            ﾐﾜ ｶﾅｳ                  ＳＵＮ太子 中学（2）62 28862

石井あいり            ｲｼｲ ｱｲﾘ                 ナイスＳＰ 小学（3）63 28864

伊藤梨央奈            ｲﾄｳ ﾘｵﾅ                 ナイスＳＰ 小学（6）64 28864

石井あやめ            ｲｼｲ ｱﾔﾒ                 ナイスＳＰ 小学（4）65 28864

井上舞衣子            ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ                ナイスＳＰ 小学（6）66 28864

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 中学（2）67 28865

頼末　夏希            ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ                尼崎市スポ振 小学（6）68 28865

山田　杏奈            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ                尼崎市スポ振 高校（1）69 28865

竹内　心望            ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）70 28867

鈴木　紗希            ｽｽﾞｷ ｻｷ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）71 28867

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（4）72 28872

天川　結愛            ｱﾏｶﾜ ﾕｲ                 ＳＵＮ網干 小学（3）73 28872

石田　愛沙            ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ                イトマン三田 小学（3）74 28874

萩山　　凜            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ                イトマン三田 小学（5）75 28874

野村　陽心            ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ                 イトマン三田 小学（5）76 28874

藤原　　夢            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾒ                こうでら 中学（1）77 28883

藤本　千珠            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｽﾞ               高砂ＦＣ 小学（6）78 28886

植木はる菜            ｳｴｷ ﾊﾙﾅ                 一宮ＳＳ 小学（6）79 28901

大楽　彩華            ﾀﾞｲﾗｸ ｲﾛﾊ               一宮ＳＳ 小学（5）80 28901

内田　歩夢            ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ                神戸北町Vivo 中学（1）81 28914

濱野　明彩            ﾊﾏﾉ ｱｲ                  神戸北町Vivo 中学（1）82 28914

小林　愛來            ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ               家島ＳＣ 小学（6）83 28924

倉本　此椛            ｸﾗﾓﾄ ｺｺｶ                ＳＴ淡路 小学（6）84 28926

谷池　栞里            ﾀﾆｲｹ ｼｵﾘ                ＳＴ淡路 小学（5）85 28926

谷池　葵衣            ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ                ＳＴ淡路 中学（1）86 28926

山崎　姫奈            ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ                ＳＴ淡路 中学（1）87 28926

南家　亜衣            ﾅﾝｹ ｱｲ                  Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）88 28931

山本　明依            ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）89 28931

西本陽代里            ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（3）90 28931
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森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 市立葺合高校 高校（2）1 28503

河本　紗良            ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ                 コナミ東加古 小学（3）2 28814

安田　琉月            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 小学（4）3 28814

尾関　葵衣            ｵｾﾞｷ ｱｵｲ                イトマン神戸 小学（3）4 28815

竹原千紗葵            ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ                イトマン神戸 小学（3）5 28815

寺本莉佳子            ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ                イトマン神戸 小学（2）6 28815

井本　奈那            ｲﾓﾄ ﾅﾅ                  イトマン神戸 小学（2）7 28815

藤川　愛菜            ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ                イトマン神戸 小学（2）8 28815

尾関　明咲            ｵｾﾞｷ ｱｻｷﾞ               イトマン神戸 小学（2）9 28815

貴島　彩羽            ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ                イトマン神戸 小学（1）10 28815

日下　実結            ｸｻｶ ﾐﾕ                  イトマン西宮 小学（2）11 28820

長谷川希姫            ﾊｾｶﾞﾜ ｷｷ                イトマン西宮 小学（4）12 28820

松長　麻耶            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                イトマン西宮 小学（4）13 28820

小川　彩莉            ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ                イトマン西宮 小学（2）14 28820

阿部　杏奈            ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ                 イトマン西宮 小学（2）15 28820

後藤　菜緒            ｺﾞﾄｳ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）16 28821

柴田ひまり            ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（4）17 28821

西森　天音            ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ                ＢＩＧ姫路 小学（3）18 28821

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                ＢＩＧ姫路 小学（6）19 28821

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（4）20 28826

大川　　桃            ｵｵｶﾜ ﾓﾓ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）21 28829

黒田　愛美            ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）22 28829

徳田　　舞            ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）23 28829

刈屋ほのか            ｶﾘﾔ ﾎﾉｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）24 28829

北村　苺唯            ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）25 28829

宮城玲衣花            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）26 28829

髙山あかり            ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）27 28829

明石　　鈴            ｱｶｼ ﾘﾝ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）28 28835

安田　　新            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）29 28835

安田　千展            ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ                ＮＳＩ 中学（1）30 28840

楠井　彩乃            ｸｽｲ ｱﾔﾉ                 ＮＳＩ 小学（4）31 28840

岩崎　心美            ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ                ＮＳＩ 小学（5）32 28840

今井陽菜乃            ｲﾏｲ ﾋﾅﾉ                 ＪＳＳ川西 小学（5）33 28843

石山　紗愛            ｲｼﾔﾏ ｻｴ                 ＪＳＳ川西 小学（4）34 28843

鈴木　華凛            ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ                ＪＳＳ川西 中学（2）35 28843

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（3）36 28843

鈴木　心彩            ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                ＪＳＳ川西 小学（5）37 28843

桑田　芽依            ｸﾜﾀ ﾒｲ                  西脇天神池 小学（2）38 28845

穂満　史帆            ﾎﾏﾝ ｼﾎ                  西脇天神池 小学（4）39 28845

松本　亜美            ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（5）40 28849

中尾　理那            ﾅｶｵ ﾘﾅ                  ＳＵＮ太子 中学（2）41 28862

山本優芽華            ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒｶ                ナイスＳＰ 小学（2）42 28864

中島　涼花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｶ              尼崎市スポ振 中学（1）43 28865

坂根　　樹            ｻｶﾈ ｲﾂｷ                 尼崎市スポ振 小学（3）44 28865

大木　奏乃            ｵｵｷ ｶﾉ                  ＧＵＮＺＥ 小学（3）45 28867

長　　雛世            ｵｻ ﾋﾅｾ                  ＧＵＮＺＥ 中学（2）46 28867

荒本　美佑            ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）47 28867

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（4）48 28872

佐藤　美衣            ｻﾄｳ ﾐｲ                  ＳＵＮ網干 小学（2）49 28872

27/37 ページ2020年2月21日 7:25:01



女子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第1回兵庫県ジュニア短水路水泳競技大会

波平　夏歩            ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ                 イトマン三田 小学（2）50 28874

有井　瑞稀            ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ                イトマン三田 小学（3）51 28874

柳田　　澪            ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ               イトマン三田 小学（2）52 28874

萩山優衣香            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ               イトマン三田 小学（3）53 28874

大﨑　葉月            ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ               こうでら 小学（3）54 28883

林　穂乃花            ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                 高砂ＦＣ 小学（5）55 28886

池田　乃愛            ｲｹﾀﾞ ﾉｱ                 高砂ＦＣ 小学（6）56 28886

船越　彩芭            ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ                高砂ＦＣ 小学（4）57 28886

増田　　心            ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾛ                ＮＳＩ津名 小学（5）58 28892

衣笠　莉沙            ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ                一宮ＳＳ 小学（4）59 28901

塚本　彩音            ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ                一宮ＳＳ 小学（3）60 28901

中村　沙紀            ﾅｶﾑﾗ ｻｷ                 神戸北町Vivo 小学（4）61 28914

三宅　那実            ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                 神戸北町Vivo 小学（4）62 28914

米田　汐音            ﾖﾈﾀﾞ ｼｵﾈ                神戸北町Vivo 中学（2）63 28914

中山　志麻            ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ                 洲本ＳＰ 小学（4）64 28916
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木村　和香            ｷﾑﾗ ﾜｶ                  望海中学 中学（2）1 28041

森田　茜梨            ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ                 市立葺合高校 高校（2）2 28503

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｻﾗ                 尼崎ＳＳ 中学（1）3 28808

山内　　楓            ﾔﾏｳﾁ ｶｴﾃﾞ               尼崎ＳＳ 中学（1）4 28808

大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（4）5 28808

東　　　歩            ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ                コナミ東加古 小学（5）6 28814

石井　陽菜            ｲｼｲ ﾊﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（4）7 28820

平生　亜優            ﾋﾗｵ ｱﾕ                  イトマン西宮 小学（5）8 28820

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                ＢＩＧ姫路 小学（6）9 28821

明石　　鈴            ｱｶｼ ﾘﾝ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）10 28835

安田　千展            ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ                ＮＳＩ 中学（1）11 28840

北見　優奈            ｷﾀﾐ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（1）12 28840

川﨑　彩那            ｶﾜｻｷ ｱﾔﾅ                ＪＳＳ川西 小学（5）13 28843

鈴木　華凛            ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ                ＪＳＳ川西 中学（2）14 28843

原口　かな            ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ                ＪＳＳ川西 小学（5）15 28843

松本　亜美            ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（5）16 28849

細見　詩希            ﾎｿﾐ ｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 小学（3）17 28849

長　　雛世            ｵｻ ﾋﾅｾ                  ＧＵＮＺＥ 中学（2）18 28867

中川　琴葉            ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ               ＳＵＮ網干 小学（6）19 28872

花岡　素実            ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ                こうでら 小学（6）20 28883

池田　乃愛            ｲｹﾀﾞ ﾉｱ                 高砂ＦＣ 小学（6）21 28886

寺尾　来実            ﾃﾗｵ ｸﾙﾐ                 佐用ＳＳ 小学（5）22 28898

衣笠　莉沙            ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ                一宮ＳＳ 小学（4）23 28901

秋葉　結衣            ｱｷﾊﾞ ﾕｲ                 神戸北町Vivo 小学（5）24 28914

米田　汐音            ﾖﾈﾀﾞ ｼｵﾈ                神戸北町Vivo 中学（2）25 28914

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（4）26 28914

阪本　望帆            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 神戸北町Vivo 小学（6）27 28914

中山　志麻            ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ                 洲本ＳＰ 小学（4）28 28916

谷池　葵衣            ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ                ＳＴ淡路 中学（1）29 28926
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永井　　柚            ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞ                尼崎ＳＳ 小学（2）1 28808

河本　莉桜            ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ                 コナミ東加古 小学（1）2 28814

大野　莉音            ｵｵﾉ ﾘｵﾝ                 コナミ東加古 小学（2）3 28814

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ                 コナミ東加古 小学（5）4 28814

柴本　桃花            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ               コナミ東加古 小学（4）5 28814

山城　杏未            ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ                 イトマン神戸 小学（1）6 28815

古賀　月菜            ｺｶﾞ ﾙﾅ                  イトマン神戸 小学（1）7 28815

村田　彩心            ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ                 イトマン神戸 小学（1）8 28815

村川　愛美            ﾑﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ                イトマン神戸 小学（2）9 28815

村田　未紗            ﾑﾗﾀ ﾐｻ                  イトマン神戸 小学（3）10 28815

廣田　七海            ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ                 イトマン神戸 小学（4）11 28815

橋本　寧彩            ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ                イトマン西宮 小学（4）12 28820

椿原　優希            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ              イトマン西宮 小学（5）13 28820

ビッグスレーナ        ﾋﾞｯｸﾞｽ ﾚｰﾅ              イトマン西宮 中学（1）14 28820

田中　陽菜            ﾀﾅｶ ﾋﾅ                  イトマン西宮 小学（5）15 28820

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（5）16 28820

長谷川希姫            ﾊｾｶﾞﾜ ｷｷ                イトマン西宮 小学（4）17 28820

濵口　由昊            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ               イトマン西宮 小学（3）18 28820

阿部　杏奈            ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ                 イトマン西宮 小学（2）19 28820

井上　琴葉            ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ                ＢＩＧ姫路 小学（5）20 28821

竹下　実祈            ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾘ                ＮＳＩパール 小学（3）21 28826

久保　陽子            ｸﾎﾞ ﾖｳｺ                 ＮＳＩパール 小学（4）22 28826

原田　　歩            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ                 ＮＳＩパール 小学（1）23 28826

中村　仁菜            ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（2）24 28826

小阪　愛生            ｺｻｶ ﾅﾙﾐ                 ＮＳＩ本山 小学（5）25 28828

池田　照子            ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）26 28829

溝口　穂華            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）27 28829

松田　依真            ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）28 28829

田中　愛菜            ﾀﾅｶ ｱｲﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）29 28829

川崎　瑞季            ｶﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）30 28835

橋本　聖輝            ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）31 28835

水野　珠亜            ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭｱ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）32 28835

永山　　凛            ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾝ                ＮＳＩ 小学（3）33 28840

金谷いろは            ｶﾅﾀﾆ ｲﾛﾊ                ＮＳＩ 小学（4）34 28840

瀧本菜乃花            ﾀｷﾓﾄ ﾅﾉﾊ                ＮＳＩ 小学（2）35 28840

田中　美優            ﾀﾅｶ ﾐﾕ                  ＮＳＩ 小学（5）36 28840

永野　華菜            ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ                 ＪＳＳ川西 小学（1）37 28843

細田ひより            ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                ＪＳＳ川西 小学（4）38 28843

尾藤　弥天            ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ                 ＪＳＳ川西 小学（4）39 28843

杉原　心雪            ｽｷﾞﾊﾗ ｺﾕｷ               ＪＳＳ川西 中学（2）40 28843

尾藤　明空            ﾋﾞﾄｳ ﾐｸ                 ＪＳＳ川西 中学（2）41 28843

福井　彩映            ﾌｸｲ ｻｴ                  ＪＳＳ川西 小学（5）42 28843

松尾　天夏            ﾏﾂｵ ﾃﾝｶ                 ＪＳＳ川西 小学（5）43 28843

神澤　晴香            ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ               西脇天神池 小学（3）44 28845

野邉　心彩            ﾉﾍﾞ ｺｺｱ                 ＪＳＳ尼宝 小学（2）45 28849

遠藤ましろ            ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）46 28849

定　　茉南            ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）47 28849

紙田　花菜            ｶﾐﾀ ﾊﾅ                  ＳＵＮ太子 小学（6）48 28862

小山　桜歩            ｺﾔﾏ ｻﾎ                  尼崎市スポ振 小学（6）49 28865
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頼末　夏希            ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ                尼崎市スポ振 小学（6）50 28865

吉原　空海            ﾖｼﾊﾗ ｿﾗﾐ                尼崎市スポ振 小学（5）51 28865

藤田　梨恋            ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ                 尼崎市スポ振 小学（5）52 28865

鈴木　紗希            ｽｽﾞｷ ｻｷ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）53 28867

牛山知紗希            ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（3）54 28867

荒本　美佑            ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）55 28867

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）56 28867

上村　夏帆            ｳｴﾑﾗ ｶﾎ                 ＧＵＮＺＥ 小学（1）57 28867

橘　　彩香            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ               ＳＵＮ網干 小学（2）58 28872

田上　　奏            ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ               ＳＵＮ網干 小学（2）59 28872

浅見　愛夏            ｱｻﾐ ｱｲｶ                 ＳＵＮ網干 小学（2）60 28872

可藤　梨乃            ｶﾄｳ ﾘﾉ                  ＳＵＮ網干 小学（4）61 28872

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（6）62 28874

大﨑　葉月            ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ               こうでら 小学（3）63 28883

廣石　梨音            ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ                 こうでら 小学（3）64 28883

岡田　彩那            ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ                こうでら 小学（6）65 28883

田中　美悠            ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ                 高砂ＦＣ 小学（6）66 28886

大谷　夏美            ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                高砂ＦＣ 小学（6）67 28886

岩本　琉杏            ｲﾜﾓﾄ ﾙｱ                 高砂ＦＣ 小学（4）68 28886

田中　沙帆            ﾀﾅｶ ｻﾎ                  高砂ＦＣ 小学（4）69 28886

田中　結奈            ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（2）70 28892

寺尾　若葉            ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ                佐用ＳＳ 中学（1）71 28898

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（5）72 28898

中村　翠希            ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ               一宮ＳＳ 小学（3）73 28901

西山　結菜            ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ                 一宮ＳＳ 小学（3）74 28901

中川　彩愛            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ               神戸北町Vivo 小学（4）75 28914

田井　千晴            ﾀｲ ﾁﾊﾙ                  家島ＳＣ 小学（6）76 28924

小林　愛來            ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ               家島ＳＣ 小学（6）77 28924

関谷　心美            ｾｷﾀﾆ ｺｺﾐ                家島ＳＣ 小学（4）78 28924

上田　夏愛            ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                家島ＳＣ 小学（4）79 28924
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木村　和香            ｷﾑﾗ ﾜｶ                  望海中学 中学（2）1 28041

若松あさひ            ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ                市立尼崎高校 高校（1）2 28507

東　　　歩            ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ                コナミ東加古 小学（5）3 28814

森田　彩乃            ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ                 イトマン神戸 中学（2）4 28815

齊藤　結菜            ｻｲﾄｳ ﾕﾅ                 イトマン神戸 小学（5）5 28815

椿原　優希            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ              イトマン西宮 小学（5）6 28820

赤坂　夢来            ｱｶｻｶ ﾕﾅ                 イトマン西宮 小学（6）7 28820

田中　陽菜            ﾀﾅｶ ﾋﾅ                  イトマン西宮 小学（5）8 28820

山口穂野香            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ               イトマン西宮 小学（6）9 28820

井上　琴葉            ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ                ＢＩＧ姫路 小学（5）10 28821

中村　仁菜            ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（2）11 28826

田中　　凜            ﾀﾅｶ ﾘﾝ                  ＮＳＩ本山 中学（1）12 28828

松田　依真            ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）13 28829

望月ひより            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ               ＪＳＳ宝塚 小学（5）14 28829

尾藤　明空            ﾋﾞﾄｳ ﾐｸ                 ＪＳＳ川西 中学（2）15 28843

花畑　安那            ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ               ＪＳＳ川西 中学（1）16 28843

橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（4）17 28843

川﨑　彩那            ｶﾜｻｷ ｱﾔﾅ                ＪＳＳ川西 小学（5）18 28843

杉原　心雪            ｽｷﾞﾊﾗ ｺﾕｷ               ＪＳＳ川西 中学（2）19 28843

紙田　花菜            ｶﾐﾀ ﾊﾅ                  ＳＵＮ太子 小学（6）20 28862

熊澤　和美            ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ              ナイスＳＰ 小学（3）21 28864

大室　澄玲            ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ                尼崎市スポ振 中学（1）22 28865

大内　万琴            ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）23 28867

岡田　彩那            ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ                こうでら 小学（6）24 28883

田中　結奈            ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（2）25 28892

中川　彩愛            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ               神戸北町Vivo 小学（4）26 28914

川田　幸奈            ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ                 神戸北町Vivo 中学（2）27 28914

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（4）28 28914
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山角　綾乃            ﾔﾏｶﾄﾞ ｱﾔﾉ               望海中学 中学（2）1 28041

清田　　輝            ｷﾖﾀ ｱｷﾗ                 市立葺合高校 高校（1）2 28503

大園　珠菜            ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ              尼崎ＳＳ 高校（2）3 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（2）4 28808

中川　綾姫            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ               尼崎ＳＳ 幼児5 28808

井澤　明里            ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ                コナミ東加古 小学（2）6 28814

福本　眞央            ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ                コナミ東加古 小学（4）7 28814

戸田菜々美            ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 小学（4）8 28814

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ                 コナミ東加古 小学（5）9 28814

井澤　千明            ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ                コナミ東加古 小学（4）10 28814

岡本　真緒            ｵｶﾓﾄ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（6）11 28815

佐藤まあり            ｻﾄｳ ﾏｱﾘ                 イトマン神戸 小学（2）12 28815

中田　　海            ﾅｶﾀ ｳﾐ                  イトマン神戸 中学（2）13 28815

藤井　咲羽            ﾌｼﾞｲ ｻﾜ                 イトマン神戸 小学（4）14 28815

有田　真歩            ｱﾘﾀ ﾏﾎ                  イトマン神戸 小学（4）15 28815

村田　彩心            ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ                 イトマン神戸 小学（1）16 28815

野口　結奈            ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ                 イトマン神戸 小学（2）17 28815

小方　桃菜            ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 中学（2）18 28815

藤井　瑠夏            ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（3）19 28820

赤坂　夢来            ｱｶｻｶ ﾕﾅ                 イトマン西宮 小学（6）20 28820

絹谷　千桜            ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ                 イトマン西宮 小学（5）21 28820

小川　彩莉            ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ                イトマン西宮 小学（2）22 28820

田中　桜子            ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ                イトマン西宮 小学（2）23 28820

松長　麻耶            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                イトマン西宮 小学（4）24 28820

清王　梨花            ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ                ＢＩＧ姫路 小学（3）25 28821

長谷川奈々            ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ                ＢＩＧ姫路 小学（4）26 28821

森　　杏香            ﾓﾘ ｷｮｳｶ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）27 28821

小川　　歩            ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ                ＢＩＧ姫路 小学（4）28 28821

久保　陽子            ｸﾎﾞ ﾖｳｺ                 ＮＳＩパール 小学（4）29 28826

菊地　陽菜            ｷｸﾁ ﾋﾅ                  ＮＳＩパール 小学（2）30 28826

西口　　和            ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ              ＮＳＩ本山 小学（2）31 28828

濱野　璃都            ﾊﾏﾉ ﾘﾄ                  ＮＳＩ本山 小学（3）32 28828

市川　沙和            ｲﾁｶﾜ ｻﾔ                 ＮＳＩ本山 小学（4）33 28828

中林　愛子            ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ              ＮＳＩ本山 小学（6）34 28828

清水　　絢            ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ               ＮＳＩ本山 小学（4）35 28828

久保　美羽            ｸﾎﾞ ﾐｳ                  ＪＳＳ宝塚 小学（6）36 28829

竃本　円香            ｶﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）37 28829

山岡ひなた            ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）38 28829

髙山こより            ﾀｶﾔﾏ ｺﾖﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）39 28829

赤木　　楓            ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）40 28829

竹川うらら            ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）41 28829

板東ゆあな            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）42 28835

有野　　誉            ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）43 28835

伊藤　瑞穂            ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）44 28835

安田　　新            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）45 28835

尾川日奈子            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅｺ                ＳＡ六甲道 小学（4）46 28837

瀧本菜乃花            ﾀｷﾓﾄ ﾅﾉﾊ                ＮＳＩ 小学（2）47 28840

尼子　舞花            ｱﾏｺ ﾏｲｶ                 ＮＳＩ 小学（3）48 28840

江端美月季            ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ               ＮＳＩ 小学（4）49 28840
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林　　由奈            ﾊﾔｼ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（1）50 28840

阪口　実優            ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ                ＪＳＳ川西 高校（1）51 28843

土肥　　綺            ﾄﾞﾋ ｱﾔ                  ＪＳＳ川西 小学（2）52 28843

黒﨑　海里            ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                ＪＳＳ川西 小学（2）53 28843

平井　和実            ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ                ＪＳＳ川西 中学（2）54 28843

長谷　沙紀            ﾅｶﾞﾀﾆ ｻｷ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）55 28849

野邉　心彩            ﾉﾍﾞ ｺｺｱ                 ＪＳＳ尼宝 小学（2）56 28849

三輪　奏羽            ﾐﾜ ｶﾅｳ                  ＳＵＮ太子 中学（2）57 28862

伊藤亜紀奈            ｲﾄｳ ｱｷﾅ                 ナイスＳＰ 小学（4）58 28864

中田　伶音            ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ                 尼崎市スポ振 小学（3）59 28865

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（5）60 28865

坂根　　樹            ｻｶﾈ ｲﾂｷ                 尼崎市スポ振 小学（3）61 28865

河野　唯花            ｶﾜﾉ ﾕｲｶ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）62 28867

竹内　心望            ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）63 28867

田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）64 28867

村山　小咲            ﾑﾗﾔﾏ ﾁｻｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（2）65 28867

荒本　佑愛            ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                 ＧＵＮＺＥ 小学（2）66 28867

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 高校（1）67 28872

天川　結愛            ｱﾏｶﾜ ﾕｲ                 ＳＵＮ網干 小学（3）68 28872

佐藤　瑛衣            ｻﾄｳ ｴｲ                  ＳＵＮ網干 小学（4）69 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 中学（1）70 28872

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（4）71 28872

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                こうでら 小学（3）72 28883

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（3）73 28886

廣瀬菜々美            ﾋﾛｾ ﾅﾅﾐ                 佐用ＳＳ 小学（6）74 28898

西山　真帆            ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ                 一宮ＳＳ 小学（3）75 28901

三宅　那実            ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                 神戸北町Vivo 小学（4）76 28914

重見　彩葉            ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ                神戸北町Vivo 小学（3）77 28914

下山　恵依            ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ                 神戸北町Vivo 小学（4）78 28914

渡邉　美元            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｶ               神戸北町Vivo 小学（5）79 28914

坂本　明梨            ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ                家島ＳＣ 小学（5）80 28924

上田　梨愛            ｳｴﾀﾞ ﾘｱ                 家島ＳＣ 小学（6）81 28924

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 高校（3）82 28926

西本帆乃夏            ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）83 28931
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園山　星菜            ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ                尼崎ＳＳ 小学（4）1 28808

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｻﾗ                 尼崎ＳＳ 中学（1）2 28808

大園　珠菜            ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ              尼崎ＳＳ 高校（2）3 28808

吉村　安珠            ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ               イトマン神戸 中学（2）4 28815

小方　桃菜            ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 中学（2）5 28815

藤井　咲羽            ﾌｼﾞｲ ｻﾜ                 イトマン神戸 小学（4）6 28815

中田　　海            ﾅｶﾀ ｳﾐ                  イトマン神戸 中学（2）7 28815

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 中学（1）8 28815

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                イトマン西宮 中学（2）9 28820

森　　杏香            ﾓﾘ ｷｮｳｶ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）10 28821

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＢＩＧ姫路 高校（2）11 28821

三上　陽奈            ﾐｶﾐ ﾋﾅ                  ＢＩＧ姫路 小学（6）12 28821

濱野　璃都            ﾊﾏﾉ ﾘﾄ                  ＮＳＩ本山 小学（3）13 28828

和田　羽音            ﾜﾀﾞ ﾊﾉ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）14 28835

本村　珠希            ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）15 28835

林　　由奈            ﾊﾔｼ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（1）16 28840

阪口　実優            ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ                ＪＳＳ川西 高校（1）17 28843

平井　和実            ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ                ＪＳＳ川西 中学（2）18 28843

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（5）19 28865

田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（5）20 28867

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 高校（1）21 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 中学（1）22 28872

段林　未來            ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ              ＳＵＮ網干 小学（5）23 28872

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 中学（1）24 28886

戸田　美来            ﾄﾀﾞ ﾐｸﾙ                 高砂ＦＣ 中学（1）25 28886

下山　恵依            ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ                 神戸北町Vivo 小学（4）26 28914

坂本　明梨            ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ                家島ＳＣ 小学（5）27 28924

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ＳＴ淡路 高校（3）28 28926
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若松あさひ            ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ                市立尼崎高校 高校（1）1 28507

吉田　菖乃            ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ                尼崎ＳＳ 小学（5）2 28808

岩本　帆夏            ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ                尼崎ＳＳ 中学（2）3 28808

金子　心結            ｶﾈｺ ﾕﾕ                  尼崎ＳＳ 小学（5）4 28808

大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（4）5 28808

中寺真衣子            ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ               尼崎ＳＳ 小学（4）6 28808

安田　琉月            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 小学（4）7 28814

上阪　　萌            ｳｴｻｶ ﾓｴ                 コナミ東加古 小学（3）8 28814

副島　一蕗            ｿｴｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ              イトマン神戸 小学（3）9 28815

荒西　真有            ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ                 イトマン神戸 小学（4）10 28815

齊藤　結菜            ｻｲﾄｳ ﾕﾅ                 イトマン神戸 小学（5）11 28815

中田　小雪            ﾅｶﾀ ｺﾕｷ                 イトマン神戸 小学（6）12 28815

山野　清花            ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ                 ＴＸ明石 小学（3）13 28819

伊藤　倖來            ｲﾄｳ ﾕｷﾅ                 ＴＸ明石 小学（4）14 28819

山口穂野香            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ               イトマン西宮 小学（6）15 28820

前田　彩乃            ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ                イトマン西宮 中学（1）16 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 中学（2）17 28820

石井　陽菜            ｲｼｲ ﾊﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（4）18 28820

濵口　希昊            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ               イトマン西宮 小学（5）19 28820

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（5）20 28820

日下　実結            ｸｻｶ ﾐﾕ                  イトマン西宮 小学（2）21 28820

小寺　心結            ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）22 28821

清水　菜緒            ｼﾐｽﾞ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）23 28821

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＢＩＧ姫路 高校（2）24 28821

小寺　里奈            ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）25 28821

菊地　陽菜            ｷｸﾁ ﾋﾅ                  ＮＳＩパール 小学（2）26 28826

竹下　実祈            ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾘ                ＮＳＩパール 小学（3）27 28826

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（4）28 28826

堀口　水優            ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾕ                ＮＳＩ本山 小学（3）29 28828

原田　七海            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 中学（3）30 28828

堀　　花楓            ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）31 28829

山岡ひなた            ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）32 28829

森田　結香            ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）33 28829

黒田　愛美            ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）34 28829

徳田　結子            ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）35 28829

籔田　菜緒            ﾔﾌﾞﾀ ﾅｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）36 28829

沼田　幸奈            ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）37 28829

北田　陽愛            ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）38 28829

久保　美寧            ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）39 28829

北村　苺唯            ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）40 28829

和田　羽音            ﾜﾀﾞ ﾊﾉ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）41 28835

橋本　聖輝            ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）42 28835

石川　芽依            ｲｼｶﾜ ﾒｲ                 ＳＡ六甲道 中学（1）43 28837

加賀田羽海            ｶｶﾞﾀ ｳﾐ                 ＳＡ六甲道 小学（4）44 28837

宮内　乙葉            ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ                ＳＡ六甲道 小学（4）45 28837

安藤　詩歩            ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ                ＳＡ六甲道 中学（1）46 28837

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（5）47 28837

福永　愛花            ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ               ＳＡ六甲道 小学（4）48 28837

宮内　葉月            ﾐﾔｳﾁ ﾊﾂﾞｷ               ＳＡ六甲道 中学（2）49 28837
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尾川ひなた            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ 中学（1）50 28840

角　　美空            ｽﾐ ﾐｿﾗ                  ＮＳＩ 小学（5）51 28840

山田結希菜            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ                ＮＳＩ 小学（4）52 28840

角　　花笑            ｽﾐ ﾊﾅｴ                  ＮＳＩ 小学（2）53 28840

浅井　杏香            ｱｻｲ ﾓﾓｶ                 ＮＳＩ 中学（1）54 28840

花畑　安那            ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ               ＪＳＳ川西 中学（1）55 28843

八田みのん            ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                 ＪＳＳ川西 小学（2）56 28843

橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（4）57 28843

中澤　恋羽            ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾈ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）58 28849

定　　茉南            ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）59 28849

三浦　美月            ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（5）60 28849

井垣　柚穂            ｲｶﾞｷ ﾕｽﾞﾎ               ＳＵＮ太子 小学（5）61 28862

田中　風逢            ﾀﾅｶ ﾌｱ                  ナイスＳＰ 小学（5）62 28864

熊澤　和美            ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ              ナイスＳＰ 小学（3）63 28864

大室　澄玲            ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ                尼崎市スポ振 中学（1）64 28865

上村　夏帆            ｳｴﾑﾗ ｶﾎ                 ＧＵＮＺＥ 小学（1）65 28867

山室　　有            ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ                 ＳＵＮ網干 小学（2）66 28872

中川　琴葉            ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ               ＳＵＮ網干 小学（6）67 28872

佐藤　美衣            ｻﾄｳ ﾐｲ                  ＳＵＮ網干 小学（2）68 28872

橘　　彩香            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ               ＳＵＮ網干 小学（2）69 28872

可藤　梨乃            ｶﾄｳ ﾘﾉ                  ＳＵＮ網干 小学（4）70 28872

浅見　愛夏            ｱｻﾐ ｱｲｶ                 ＳＵＮ網干 小学（2）71 28872

河野　紗奈            ｶﾜﾉ ｻﾅ                  ＳＵＮ網干 小学（3）72 28872

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（5）73 28872

田上　　奏            ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ               ＳＵＮ網干 小学（2）74 28872

萩山優衣香            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ               イトマン三田 小学（3）75 28874

萩山　　凜            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ                イトマン三田 小学（5）76 28874

種田　果恵            ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ                 こうでら 小学（6）77 28883

花岡　素実            ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ                こうでら 小学（6）78 28883

髙内ひまり            ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                こうでら 小学（4）79 28883

小川　奈々            ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                 高砂ＦＣ 小学（5）80 28886

船越　彩芭            ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ                高砂ＦＣ 小学（4）81 28886

片山　絃佳            ｶﾀﾔﾏ ｲﾄｶ                ＮＳＩ津名 小学（4）82 28892

松田　風羽            ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾜ                 ＮＳＩ津名 小学（4）83 28892

寺尾　若葉            ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ                佐用ＳＳ 中学（1）84 28898

寺尾　来実            ﾃﾗｵ ｸﾙﾐ                 佐用ＳＳ 小学（5）85 28898

濱野　明彩            ﾊﾏﾉ ｱｲ                  神戸北町Vivo 中学（1）86 28914

秋葉　結衣            ｱｷﾊﾞ ﾕｲ                 神戸北町Vivo 小学（5）87 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 中学（1）88 28914

阪本　望帆            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 神戸北町Vivo 小学（6）89 28914

友重　智美            ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ               神戸北町Vivo 中学（1）90 28914

谷池　栞里            ﾀﾆｲｹ ｼｵﾘ                ＳＴ淡路 小学（5）91 28926
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