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第2回兵庫県長水路水泳競技大会

藤盛　翔大            ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ            姫路灘中学 中学（3）1 28024

齊藤　優空            ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ                姫路灘中学 中学（2）2 28024

髙山　弘聖            ﾀｶﾔﾏ ｺｳｾｲ               宝殿中学 中学（3）3 28032

大上　真和            ｵｵｳｴ ﾏｵ                 宝殿中学 中学（3）4 28032

植田虎太郎            ｳｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               神戸高専 高 高校（2）5 28516

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                神戸高専 高 高校（1）6 28516

上岡　右京            ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ               神戸高専 高 高校（1）7 28516

下濱　　快            ｼﾓﾊﾏ ｶｲ                 神戸高専 高 高校（1）8 28516

藤枝　大希            ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾀｲｷ              神戸高専 高 高校（2）9 28516

三浦　優太            ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ                 神戸高専 高 高校（1）10 28516

佐伯　涼輔            ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ               神戸高専 高 高校（3）11 28516

斉藤　　悠            ｻｲﾄｳ ﾕｳ                 イトマン川西 小学（4）12 28801

松村　悠晃            ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ                イトマン川西 小学（3）13 28801

坂原　楓芽            ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ               イトマン川西 小学（4）14 28801

岡部　煌輝            ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ                塚口ＳＳ 小学（5）15 28805

杉本　和真            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ              塚口ＳＳ 小学（6）16 28805

大迫　璃空            ｵｵｻｺ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（1）17 28805

川本　風我            ｶﾜﾓﾄ ﾌｳｶﾞ               塚口ＳＳ 中学（2）18 28805

朝山誠司郎            ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ              塚口ＳＳ 小学（5）19 28805

斉藤　心斗            ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ                塚口ＳＳ 中学（3）20 28805

連田　颯真            ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ                 塚口ＳＳ 小学（6）21 28805

吉田　　渉            ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ                塚口ＳＳ 小学（4）22 28805

西川　呂希            ﾆｼｶﾜ ﾛｷ                 塚口ＳＳ 中学（2）23 28805

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（5）24 28805

中川　陽喜            ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ               塚口ＳＳ 小学（6）25 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（6）26 28805

櫻井　　佑            ｻｸﾗｲ ﾕｳ                 塚口ＳＳ 小学（3）27 28805

上辻　大和            ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）28 28805

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               塚口ＳＳ 小学（4）29 28805

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                塚口ＳＳ 中学（1）30 28805

木村　和楽            ｷﾑﾗ ﾁｶﾗ                 ＮＳＩ清和台 小学（2）31 28812

彦江　一汰            ﾋｺｴ ｲｯﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）32 28812

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＴＸ甲南山手 中学（3）33 28813

塚原　　蓮            ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ                 イトマン西宮 小学（5）34 28820

遠藤　　優            ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ              イトマン西宮 小学（5）35 28820

鈴木　梗乎            ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ                イトマン西宮 小学（4）36 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）37 28820

金乙　達也            ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ                イトマン西宮 中学（2）38 28820

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（5）39 28820

飯冨　亜紡            ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ                ＢＩＧ姫路 小学（5）40 28821

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）41 28821

北詰　大晟            ｷﾀﾂﾞﾒ ｵｵｾｲ              ＢＩＧ姫路 小学（6）42 28821

三井　悠暉            ﾐﾂｲ ﾕｳｷ                 ＢＩＧ姫路 中学（1）43 28821

三田　啓介            ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ               ＢＩＧ姫路 小学（6）44 28821

縄田　航希            ﾅﾜﾀ ｺｳｷ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）45 28821

三田　拓海            ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ                ＢＩＧ姫路 中学（3）46 28821

山本　悠陽            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ                ＢＩＧ姫路 小学（4）47 28821

三上　幌太            ﾐｶﾐ ｺｳﾀ                 ＢＩＧ姫路 小学（4）48 28821

梅本　樹綸            ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（3）49 28821
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松本　崇弘            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ               コナミ西宮 小学（5）50 28824

西河　輝恭            ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ               コナミ西宮 小学（4）51 28824

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             コナミ西宮 小学（5）52 28824

阪本　禮斗            ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ                コナミ西宮 小学（3）53 28824

前川　蒼空            ﾏｴｶﾜ ｿﾗ                 コナミ西宮 小学（4）54 28824

立石　　渉            ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 小学（4）55 28824

吉識　晴道            ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                コナミ西宮 小学（4）56 28824

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                コナミ西宮 小学（4）57 28824

吉田　祥次            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（4）58 28826

鵜野　晃大            ｳﾉ ｺｳﾀ                  ＮＳＩパール 中学（1）59 28826

砂川　侑輝            ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）60 28831

松谷　一翔            ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ                ＫＴＶ垂水 小学（6）61 28831

山下　涼介            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ              ＫＴＶ垂水 中学（2）62 28831

錦織　郁斗            ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ               ＳＡ六甲道 小学（3）63 28837

安藤　優汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ               ＳＡ六甲道 小学（4）64 28837

山澤　空竜            ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ              ＳＡ六甲道 小学（4）65 28837

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 中学（1）66 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 高校（2）67 28838

大谷　恵也            ｵｵﾀﾆ ｹｲﾔ                姫路ＳＳ 小学（5）68 28838

大川　溜世            ｵｵｶﾜ ﾘｭｳｾｲ              姫路ＳＳ 小学（5）69 28838

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 中学（1）70 28838

川上　輝人            ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                姫路ＳＳ 小学（4）71 28838

西口　翔斗            ﾆｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ              ナイスＳＰ 高校（3）72 28864

依兼朔太郎            ﾖﾘｶﾈ ｻｸﾀﾛｳ              ナイスＳＰ 中学（2）73 28864

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（5）74 28865

橋本　　樹            ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ                尼崎市スポ振 中学（2）75 28865

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 高校（3）76 28865

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（5）77 28872

神吉　玲登            ｶﾝｷ ﾚｲﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）78 28872

八十　　楓            ﾔｿ ｶｴﾃﾞ                 ＳＵＮ網干 小学（4）79 28872

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 小学（6）80 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（5）81 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）82 28872

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）83 28872

西雄　友隼            ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）84 28872

中山　和樹            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               イトマン三田 小学（3）85 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（1）86 28874

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

加藤　　翼            ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                イトマン三田 小学（4）88 28874

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 高校（3）89 28874

田澤日々生            ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ               イトマン三田 中学（2）90 28874

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（5）91 28881

田中　琉生            ﾀﾅｶ ﾙｲ                  マック武庫川 小学（6）92 28881

井筒　友貴            ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ                マック武庫川 小学（4）93 28881

川合　篤志            ｶﾜｲ ｱﾂｼ                 マック武庫川 中学（3）94 28881

舌間　啓人            ｼﾀﾏ ｹｲﾄ                 マック加古川 小学（5）95 28887

加藤　大貴            ｶﾄｳ ﾊﾙｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）96 28895

和泉　僚真            ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）97 28895

坂本　結哉            ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾔ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）98 28895
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栗田蓮太郎            ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）99 28895

村上　凉汰            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ               ＰＳＫ 小学（5）100 28900

上田　悠人            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ＰＳＫ 小学（5）101 28900

牧　　佑畏            ﾏｷ ﾕｳｲ                  ＰＳＫ 小学（6）102 28900

近藤　　颯            ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）103 28921

近藤　　翔            ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）104 28921

西海　徹平            ﾆｼｳﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）105 28921

山下　和真            ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）106 28921

吉川　幸輝            ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）107 28921

藤波　祥景            ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ             ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）108 28921

沖村　亮祐            ｵｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）109 28921

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                兵庫選抜        中学（2）110 2899H

下田　瑞希            ｼﾓﾀﾞ ﾐｽﾞｷ               兵庫選抜        小学（6）111 2899H

大石　佳典            ｵｵｲｼ ﾖｼﾉﾘ               兵庫選抜        小学（5）112 2899H

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                兵庫選抜        中学（2）113 2899H

南　　昌志            ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ                 関西学院大学 大学（2）114 50006

中前　拓海            ﾅｶﾏｴ ﾀｸﾐ                関西学院大学 大学（1）115 50006

角谷真波呂            ｶｸﾀﾆ ﾏﾊﾛ                関西学院大学 大学（2）116 50006

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 関西学院大学 大学（3）117 50006

卜部　佑介            ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ               神戸高専 大 大学（2）118 50090
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齊藤　優空            ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ                姫路灘中学 中学（2）1 28024

藤盛　翔大            ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀﾞｲ            姫路灘中学 中学（3）2 28024

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                宝殿中学 中学（1）3 28032

原田　　篤            ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ                神戸高専 高 高校（1）4 28516

上岡　右京            ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ               神戸高専 高 高校（1）5 28516

下濱　　快            ｼﾓﾊﾏ ｶｲ                 神戸高専 高 高校（1）6 28516

三浦　優太            ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ                 神戸高専 高 高校（1）7 28516

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                神戸高専 高 高校（1）8 28516

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                神戸高専 高 高校（2）9 28516

神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 神戸高専 高 高校（1）10 28516

三原　拓也            ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ                 神戸高専 高 高校（3）11 28516

川邊　愛貴            ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ              神戸高専 高 高校（1）12 28516

冨士田健太朗          ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ              神戸高専 高 高校（2）13 28516

植田虎太郎            ｳｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               神戸高専 高 高校（2）14 28516

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               神戸高専 高 高校（2）15 28516

佐伯　涼輔            ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ               神戸高専 高 高校（3）16 28516

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 神戸高専 高 高校（3）17 28516

端村　郁哉            ﾊｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ                神戸高専 高 高校（3）18 28516

松山　拓幹            ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ                イトマン川西 小学（5）19 28801

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 中学（1）20 28805

川本　風我            ｶﾜﾓﾄ ﾌｳｶﾞ               塚口ＳＳ 中学（2）21 28805

斉藤　心斗            ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ                塚口ＳＳ 中学（3）22 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 中学（2）23 28805

中川　陽喜            ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ               塚口ＳＳ 小学（6）24 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 中学（1）25 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（2）26 28805

大迫　璃空            ｵｵｻｺ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 中学（1）27 28805

岡部　煌輝            ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ                塚口ＳＳ 小学（5）28 28805

朝山誠司郎            ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ              塚口ＳＳ 小学（5）29 28805

熊澤　　珀            ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ                ＮＳＩ清和台 中学（1）30 28812

斉藤　　慶            ｻｲﾄｳ ｹｲ                 ＮＳＩ清和台 中学（1）31 28812

田畑　沫葵            ﾀﾊﾞﾀ ｼﾌﾞｷ               ＮＳＩ清和台 中学（1）32 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）33 28812

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＴＸ甲南山手 中学（3）34 28813

安芸　慶太            ｱｷ ｹｲﾀ                  イトマン西宮 小学（5）35 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）36 28820

塚原　　蓮            ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ                 イトマン西宮 小学（5）37 28820

久保　賢悟            ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ                イトマン西宮 高校（1）38 28820

金乙　達也            ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ                イトマン西宮 中学（2）39 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 中学（2）40 28820

三田　拓海            ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ                ＢＩＧ姫路 中学（3）41 28821

大前　吉平            ｵｵﾏｴ ｷｯﾍﾟｲ              ＢＩＧ姫路 中学（3）42 28821

縄田　航希            ﾅﾜﾀ ｺｳｷ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）43 28821

三田　啓介            ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ               ＢＩＧ姫路 小学（6）44 28821

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               ＢＩＧ姫路 高校（2）45 28821

吉浦　育飛            ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（4）46 28821

石丸　椋太            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ               ＢＩＧ姫路 中学（2）47 28821

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）48 28821

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）49 28821
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北詰　大晟            ｷﾀﾂﾞﾒ ｵｵｾｲ              ＢＩＧ姫路 小学（6）50 28821

喜田　雄大            ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ               ＮＳＩパール 中学（2）51 28826

上枝　寛士            ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ              ＮＳＩパール 中学（1）52 28826

宇都宮大樹            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ               ＮＳＩパール 中学（3）53 28826

甲斐　秀輝            ｶｲ ﾋﾃﾞｷ                 ＫＴＶ垂水 高校（2）54 28831

山下　涼介            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ              ＫＴＶ垂水 中学（2）55 28831

川上　輝人            ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                姫路ＳＳ 小学（4）56 28838

宮下琉之介            ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ             姫路ＳＳ 小学（5）57 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 高校（2）58 28838

西口　翔斗            ﾆｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ              ナイスＳＰ 高校（3）59 28864

北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 高校（2）60 28864

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（5）61 28865

岡本　一歩            ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ               ＳＵＮ網干 小学（5）62 28872

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 中学（1）63 28872

宮野　蒼芭            ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ                ＳＵＮ網干 小学（5）64 28872

西山旺志郎            ﾆｼﾔﾏ ｵｳｼﾛｳ              イトマン三田 小学（4）65 28874

川合　篤志            ｶﾜｲ ｱﾂｼ                 マック武庫川 中学（3）66 28881

田中　優音            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 マック武庫川 中学（1）67 28881

堀　　和喜            ﾎﾘ ｶｽﾞｷ                 マック武庫川 中学（1）68 28881

中村　陽太            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ                マック武庫川 中学（2）69 28881

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）70 28895

長谷川陽大            ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）71 28895

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）72 28895

栗田蓮太郎            ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）73 28895

土井健太郎            ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）74 28895

上田　悠人            ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ＰＳＫ 小学（5）75 28900

牧　那央斗            ﾏｷ ﾅｵﾄ                  ＰＳＫ 中学（3）76 28900

牧　　佑畏            ﾏｷ ﾕｳｲ                  ＰＳＫ 小学（6）77 28900

田村恭太郎            ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ              ＰＳＫ 中学（1）78 28900

藤原　拓人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）79 28921

日下　竜成            ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）80 28921

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                兵庫選抜        中学（2）81 2899H

下田　瑞希            ｼﾓﾀﾞ ﾐｽﾞｷ               兵庫選抜        小学（6）82 2899H

大石　佳典            ｵｵｲｼ ﾖｼﾉﾘ               兵庫選抜        小学（5）83 2899H

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                関西学院大学 大学（2）84 50006

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                関西学院大学 大学（4）85 50006

森下　翔太            ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ               関西学院大学 大学（2）86 50006

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学 大学（4）87 50006

佐多　直浩            ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ                 関西学院大学 大学（3）88 50006

平松　聖隆            ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ               関西学院大学 大学（3）89 50006

新澤　伊織            ﾆｲｻﾞﾜ ｲｵﾘ               神戸高専 大 大学（2）90 50090
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幡中　克樹            ﾊﾀﾅｶ ｶﾂｷ                姫路灘中学 中学（3）1 28024

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                宝殿中学 中学（1）2 28032

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 塚口ＳＳ 中学（1）3 28805

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 中学（1）4 28805

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）5 28805

杉本　和真            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ              塚口ＳＳ 小学（6）6 28805

西川　呂希            ﾆｼｶﾜ ﾛｷ                 塚口ＳＳ 中学（2）7 28805

斉藤　　陸            ｻｲﾄｳ ﾘｸ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）8 28812

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）9 28812

和田晃太朗            ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ                ＮＳＩ清和台 中学（2）10 28812

大谷　晃心            ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ               ＮＳＩ清和台 中学（1）11 28812

田畑　沫葵            ﾀﾊﾞﾀ ｼﾌﾞｷ               ＮＳＩ清和台 中学（1）12 28812

熊澤　　珀            ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ                ＮＳＩ清和台 中学（1）13 28812

斉藤　　慶            ｻｲﾄｳ ｹｲ                 ＮＳＩ清和台 中学（1）14 28812

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）15 28820

久保　賢悟            ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ                イトマン西宮 高校（1）16 28820

吉武勇太朗            ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ              イトマン西宮 高校（1）17 28820

小島　翠斗            ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ                イトマン西宮 中学（3）18 28820

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 中学（2）19 28820

安芸　慶太            ｱｷ ｹｲﾀ                  イトマン西宮 小学（5）20 28820

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（5）21 28820

大前　吉平            ｵｵﾏｴ ｷｯﾍﾟｲ              ＢＩＧ姫路 中学（3）22 28821

石丸　椋太            ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ               ＢＩＧ姫路 中学（2）23 28821

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＢＩＧ姫路 中学（2）24 28821

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＢＩＧ姫路 高校（2）25 28821

須藤　尚之            ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ               ＢＩＧ姫路 高校（2）26 28821

吉浦　立稀            ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                ＢＩＧ姫路 小学（6）27 28821

喜田　雄大            ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ               ＮＳＩパール 中学（2）28 28826

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 高校（1）29 28826

上枝　寛士            ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ              ＮＳＩパール 中学（1）30 28826

鵜野　晃大            ｳﾉ ｺｳﾀ                  ＮＳＩパール 中学（1）31 28826

甲斐　秀輝            ｶｲ ﾋﾃﾞｷ                 ＫＴＶ垂水 高校（2）32 28831

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 中学（3）33 28837

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 中学（1）34 28838

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ姫路 中学（3）35 28848

依兼朔太郎            ﾖﾘｶﾈ ｻｸﾀﾛｳ              ナイスＳＰ 中学（2）36 28864

三木　颯翔            ﾐｷ ﾊﾔﾄ                  ＳＵＮ網干 中学（2）37 28872

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 中学（1）38 28872

田澤日々生            ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ               イトマン三田 中学（2）39 28874

堀　　和喜            ﾎﾘ ｶｽﾞｷ                 マック武庫川 中学（1）40 28881

田中　優音            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 マック武庫川 中学（1）41 28881

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）42 28895

河合　仁楠            ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）43 28895

松尾　颯馬            ﾏﾂｵ ｿｳﾏ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）44 28895

田村恭太郎            ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ              ＰＳＫ 中学（1）45 28900

田中　悠典            ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ                Ａｑ新宮 中学（2）46 28913

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）47 28921

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               兵庫選抜        中学（1）48 2899H

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               兵庫選抜 中学（2）49 2899H
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大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               兵庫選抜 小学（5）50 2899H

細見　佑貴            ﾎｿﾐ ﾕｳｷ                 兵庫選抜 中学（1）51 2899H

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学 大学（4）52 50006

塩川　裕也            ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ                関西学院大学 大学（2）53 50006

土田　和希            ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ               神戸高専 大 大学（2）54 50090

今川　竣平            ｲﾏｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ            神戸高専 大 大学（2）55 50090

磯部　怜大            ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               神戸高専 大 大学（1）56 50090

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               神戸高専 大 大学（1）57 50090

谷　　悠希            ﾀﾆ ﾕｳｷ                  神戸高専 大 大学（1）58 50090
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和田晃太朗            ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ                ＮＳＩ清和台 中学（2）1 28812

吉武勇太朗            ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ              イトマン西宮 高校（1）2 28820

小島　翠斗            ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ                イトマン西宮 中学（3）3 28820

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 高校（1）4 28826

熊木　　優            ｸﾏｷ ﾕｳ                  ＳＡ六甲道 中学（3）5 28837

三木　颯翔            ﾐｷ ﾊﾔﾄ                  ＳＵＮ網干 中学（2）6 28872

斉藤　　瑛            ｻｲﾄｳ ｴｲ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）7 28921

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               兵庫選抜 中学（2）8 2899H

木下　椋登            ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳﾄ               関西学院大学 大学（3）9 50006

磯部　怜大            ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ               神戸高専 大 大学（1）10 50090

河波　優輔            ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ               神戸高専 大 大学（1）11 50090
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小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ姫路 中学（3）1 28848
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上野　一輝            ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ                イトマン川西 小学（5）1 28801

連田　颯真            ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ                 塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（6）3 28805

川畑　伍輝            ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ               塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               塚口ＳＳ 小学（4）5 28805

木本　怜良            ｷﾓﾄ ﾚｵ                  塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

上辻　大和            ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）7 28805

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）8 28805

北　　遼音            ｷﾀ ﾊﾙﾄ                  イトマン神戸 小学（6）9 28815

七藏司隆斗            ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ             イトマン西宮 小学（4）10 28820

前崎　優斗            ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ                イトマン西宮 小学（6）11 28820

吉識　晴道            ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                コナミ西宮 小学（4）12 28824

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             コナミ西宮 小学（5）13 28824

鵜野　颯輝            ｳﾉ ｻﾂｷ                  ＮＳＩパール 小学（4）14 28826

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（5）15 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（4）16 28865

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（5）17 28872

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）18 28872

宮野　蒼芭            ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ                ＳＵＮ網干 小学（5）19 28872

中山　和樹            ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ               イトマン三田 小学（3）20 28874

加藤　　翼            ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                イトマン三田 小学（4）21 28874

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（5）22 28881

田中　琉生            ﾀﾅｶ ﾙｲ                  マック武庫川 小学（6）23 28881

舌間　啓人            ｼﾀﾏ ｹｲﾄ                 マック加古川 小学（5）24 28887

村上　凉汰            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ               ＰＳＫ 小学（5）25 28900

藤田　想真            ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）26 28921

西海　徹平            ﾆｼｳﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）27 28921

近藤　　翔            ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）28 28921

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）29 28921

沖村　恒祐            ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）30 28921

藤波　祥景            ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ             ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）31 28921

山下　和真            ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）32 28921

福田　峻大            ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）33 28921

尾﨑　大翔            ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ                兵庫選抜 小学（5）34 2899H

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              兵庫選抜 小学（6）35 2899H

井上　志吹            ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ               兵庫選抜        小学（5）36 2899H
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伊藤　息吹            ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ                イトマン川西 小学（6）1 28801

南殿　康喜            ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ               イトマン川西 中学（1）2 28801

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 中学（3）3 28805

岡　　航聖            ｵｶ ｺｳｾｲ                 塚口ＳＳ 中学（2）4 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

大谷　晃心            ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ               ＮＳＩ清和台 中学（1）6 28812

北　　遼音            ｷﾀ ﾊﾙﾄ                  イトマン神戸 小学（6）7 28815

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

三井　悠暉            ﾐﾂｲ ﾕｳｷ                 ＢＩＧ姫路 中学（1）10 28821

縄田　颯悟            ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ                ＢＩＧ姫路 中学（2）11 28821

縄田　大翔            ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ                 ＢＩＧ姫路 高校（2）12 28821

宇都宮大樹            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ               ＮＳＩパール 中学（3）13 28826

鵜野　颯輝            ｳﾉ ｻﾂｷ                  ＮＳＩパール 小学（4）14 28826

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（4）15 28865

西雄　友隼            ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）16 28872

清水　梨功            ｼﾐｽﾞ ﾘｸ                 ＳＵＮ網干 小学（6）17 28872

前田　晃希            ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ                イトマン三田 高校（3）18 28874

長谷川陽大            ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）19 28895

重國　陽壮            ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（1）20 28921

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）21 28921

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）22 28921

洲﨑　透真            ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）23 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）24 28921

沖村　恒祐            ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）25 28921

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              兵庫選抜 小学（6）26 2899H

尾﨑　大翔            ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ                兵庫選抜 小学（5）27 2899H
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小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 神戸高専 高 高校（3）1 28516

小川　　輝            ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ                神戸高専 高 高校（2）2 28516

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 高校（1）3 28801

岡　　航聖            ｵｶ ｺｳｾｲ                 塚口ＳＳ 中学（2）4 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 中学（3）5 28805

棚村　聖崇            ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ              イトマン西宮 中学（2）6 28820

野口　壱紳            ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ               ＳＵＮ姫路 中学（3）7 28848

屋村　優斗            ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）8 28921

藤澤　明輝            ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）9 28921
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斉藤　　悠            ｻｲﾄｳ ﾕｳ                 イトマン川西 小学（4）1 28801

北野　元就            ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（5）2 28821

小南　有輝            ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                コナミ西宮 中学（1）3 28824

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（4）4 28831

砂川　侑輝            ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳｷ               ＫＴＶ垂水 小学（5）5 28831

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 中学（3）6 28838

白浜　琉希            ｼﾗﾊﾏ ﾘｭｳｷ               姫路ＳＳ 中学（1）7 28838

首藤　功樹            ｼｭﾄﾞｳ ｺｳｷ               姫路ＳＳ 小学（4）8 28838

中川　温心            ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（5）9 28865

深澤　向翔            ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾀﾞｶ              尼崎市スポ振 高校（1）10 28865

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 高校（1）11 28865

竹本　蒼志            ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ                ＳＵＮ網干 小学（4）12 28872

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（4）13 28872

後藤　颯志            ｺﾞﾄｳ ｿｳｼ                イトマン三田 高校（3）14 28874

西桶友一朗            ﾆｼｵｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ             淡路水協 一般15 28894

坂本　結哉            ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾔ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）16 28895

八木　一樹            ﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ                Ａｑ新宮 小学（6）17 28913

佐々木琉聖            ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ               Ａｑ新宮 高校（1）18 28913

押部　　晃            ｵｼﾍﾞ ﾋｶﾙ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）19 28921

佐藤　夏輝            ｻﾄｳ ﾅﾂｷ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）20 28921

西村　　零            ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                 兵庫選抜 小学（5）21 2899H

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                関西学院大学 大学（1）22 50006
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川邊　愛貴            ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ              神戸高専 高 高校（1）1 28516

坂原　千空            ｻｶﾊﾗ ﾁｿﾗ                イトマン川西 小学（6）2 28801

加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 高校（1）3 28801

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）4 28805

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 中学（1）5 28812

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 中学（2）6 28820

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 中学（3）7 28820

山口　遥穂            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ               イトマン西宮 中学（1）8 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 高校（1）9 28820

北野　元就            ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（5）10 28821

小南　有輝            ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                コナミ西宮 中学（1）11 28824

勝部　　悠            ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ                 ＮＳＩパール 小学（6）12 28826

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 高校（1）13 28826

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 中学（3）14 28838

白浜　琉希            ｼﾗﾊﾏ ﾘｭｳｷ               姫路ＳＳ 中学（1）15 28838

深澤　向翔            ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾀﾞｶ              尼崎市スポ振 高校（1）16 28865

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（5）17 28865

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 高校（1）18 28865

永島　昌悟            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ             ＳＵＮ網干 中学（1）19 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）20 28872

後藤　颯志            ｺﾞﾄｳ ｿｳｼ                イトマン三田 高校（3）21 28874

中村　陽太            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ                マック武庫川 中学（2）22 28881

笠木　惇平            ｶｻｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            マック加古川 中学（1）23 28887

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                マック加古川 中学（3）24 28887

藤井　翔太            ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）25 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（3）26 28895

牧　那央斗            ﾏｷ ﾅｵﾄ                  ＰＳＫ 中学（3）27 28900

佐藤　夏輝            ｻﾄｳ ﾅﾂｷ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）28 28921

上根　秀斗            ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）29 28921

西村　　零            ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                 兵庫選抜 小学（5）30 2899H

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                兵庫選抜        中学（2）31 2899H

原田明日翔            ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ                関西学院大学 大学（4）32 50006

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                関西学院大学 大学（1）33 50006

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                関西学院大学 大学（1）34 50006

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                関西学院大学 大学（3）35 50006

田中　優一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                関西学院大学 大学（4）36 50006
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仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 塚口ＳＳ 中学（1）1 28805

山口　遥穂            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ               イトマン西宮 中学（1）2 28820

水口　　唯            ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ               イトマン西宮 高校（1）3 28820

藤田　航輝            ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ                イトマン西宮 中学（2）4 28820

上田　倭司            ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ                ＮＳＩパール 高校（1）5 28826

山口　悠也            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ               尼崎市スポ振 中学（3）6 28865

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                マック加古川 中学（3）7 28887

藤井　翔太            ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）8 28895

原田明日翔            ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ                関西学院大学 大学（4）9 50006

大谷　　洸            ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ                関西学院大学 大学（3）10 50006

田中　優一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                関西学院大学 大学（4）11 50006

斉藤　　迅            ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ                関西学院大学 大学（1）12 50006

15/39 ページ2019年6月9日 3:46:56



男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

坂原　楓芽            ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ               イトマン川西 小学（4）1 28801

下仲　祥太            ｼﾓﾅｶ ｼｮｳﾀ               イトマン川西 小学（4）2 28801

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

端　　凌志            ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                塚口ＳＳ 小学（6）4 28805

彦江　一汰            ﾋｺｴ ｲｯﾀ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）5 28812

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（5）6 28820

遠藤　　優            ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ              イトマン西宮 小学（5）7 28820

山本　悠陽            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ                ＢＩＧ姫路 小学（4）8 28821

前川　蒼空            ﾏｴｶﾜ ｿﾗ                 コナミ西宮 小学（4）9 28824

阪本　禮斗            ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ                コナミ西宮 小学（3）10 28824

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                コナミ西宮 小学（4）11 28824

松本　崇弘            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ               コナミ西宮 小学（5）12 28824

西河　輝恭            ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ               コナミ西宮 小学（4）13 28824

宇都宮陸渡            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ               ＮＳＩパール 中学（1）14 28826

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（4）15 28831

山澤　力樹            ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ                ＳＡ六甲道 中学（1）16 28837

岡本　誉央            ｵｶﾓﾄ ﾖｵ                 尼崎市スポ振 高校（3）17 28865

神吉　玲登            ｶﾝｷ ﾚｲﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（5）18 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（5）19 28872

清水　梨功            ｼﾐｽﾞ ﾘｸ                 ＳＵＮ網干 小学（6）20 28872

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 小学（6）21 28872

岡本　一歩            ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ               ＳＵＮ網干 小学（5）22 28872

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（1）23 28874

渡邊　裕珂            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）24 28895

土井健太郎            ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）25 28895

友定　孝之            ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）26 28895

吉川　幸輝            ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）27 28921

沖村　亮祐            ｵｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）28 28921

藤田　想真            ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）29 28921

森岡　丈尋            ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ               兵庫選抜        小学（5）30 2899H

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                兵庫選抜 小学（6）31 2899H
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萩原　誠斗            ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ               姫路灘中学 中学（3）1 28024

江原　大智            ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ                神戸高専 高 高校（1）2 28516

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               神戸高専 高 高校（2）3 28516

端村　郁哉            ﾊｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ                神戸高専 高 高校（3）4 28516

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 中学（1）5 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（2）6 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 中学（1）7 28805

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（3）8 28805

宇都宮陸渡            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ               ＮＳＩパール 中学（1）9 28826

山澤　力樹            ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ                ＳＡ六甲道 中学（1）10 28837

長濱　温樹            ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ               ナイスＳＰ 高校（3）11 28864

児島　優叶            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ                ＳＵＮ網干 中学（2）12 28872

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 マック武庫川 高校（1）13 28881

友定　孝之            ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）14 28895

西村　佑空            ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（3）15 28895

河合　仁楠            ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）16 28895

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               兵庫選抜        中学（1）17 2899H

細見　佑貴            ﾎｿﾐ ﾕｳｷ                 兵庫選抜 中学（1）18 2899H

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                兵庫選抜 小学（6）19 2899H

森下　翔太            ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ               関西学院大学 大学（2）20 50006

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              関西学院大学 大学（1）21 50006

大川　航輝            ｵｵｶﾜ ｺｳｷ                関西学院大学 大学（3）22 50006

松原　怜耶            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ               神戸高専 大 大学（1）23 50090
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萩原　誠斗            ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ               姫路灘中学 中学（3）1 28024

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（3）2 28805

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般3 28848

児島　優叶            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ                ＳＵＮ網干 中学（2）4 28872

八十　　碧            ﾔｿ ｱｵｲ                  ＳＵＮ網干 中学（3）5 28872

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              関西学院大学 大学（1）6 50006
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加谷　幹登            ｶﾔ ﾐｷﾄ                  イトマン川西 高校（1）1 28801

西垣　太陽            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ              イトマン川西 高校（1）2 28801

南殿　康喜            ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ               イトマン川西 中学（1）3 28801

伊藤　息吹            ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ                イトマン川西 小学（6）4 28801

松山　拓幹            ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ                イトマン川西 小学（5）5 28801

上野　一輝            ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ                イトマン川西 小学（5）6 28801

坂原　千空            ｻｶﾊﾗ ﾁｿﾗ                イトマン川西 小学（6）7 28801

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）8 28805

川畑　伍輝            ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ               塚口ＳＳ 小学（4）9 28805

吉田　　渉            ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ                塚口ＳＳ 小学（4）10 28805

木本　怜良            ｷﾓﾄ ﾚｵ                  塚口ＳＳ 小学（4）11 28805

櫻井　　佑            ｻｸﾗｲ ﾕｳ                 塚口ＳＳ 小学（3）12 28805

端　　凌志            ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                塚口ＳＳ 小学（6）13 28805

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                塚口ＳＳ 中学（1）14 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 中学（1）15 28805

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 ＮＳＩ清和台 中学（1）16 28812

田中琥汰郎            ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ                イトマン西宮 小学（5）17 28820

森本　開吏            ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾘ                イトマン西宮 中学（3）18 28820

吉浦　育飛            ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（4）19 28821

勝部　　悠            ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ                 ＮＳＩパール 小学（6）20 28826

吉田　祥次            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（4）21 28826

宮下琉之介            ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ             姫路ＳＳ 小学（5）22 28838

尾﨑　隆太            ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ                ＳＵＮ姫路 一般23 28848

野口　壱紳            ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ               ＳＵＮ姫路 中学（3）24 28848

北井　洸太            ｷﾀｲ ｺｳﾀ                 ナイスＳＰ 高校（2）25 28864

中川　温心            ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（5）26 28865

山口　悠也            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ               尼崎市スポ振 中学（3）27 28865

永島　昌悟            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ             ＳＵＮ網干 中学（1）28 28872

八十　　碧            ﾔｿ ｱｵｲ                  ＳＵＮ網干 中学（3）29 28872

竹本　蒼志            ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ                ＳＵＮ網干 小学（4）30 28872

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（4）31 28872

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（2）32 28881

笠木　惇平            ｶｻｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            マック加古川 中学（1）33 28887

渡邊　裕珂            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）34 28895

加藤　大貴            ｶﾄｳ ﾊﾙｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）35 28895

田中　悠典            ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ                Ａｑ新宮 中学（2）36 28913

近藤　　颯            ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）37 28921

福田　羚琥            ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）38 28921

藤原　拓人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）39 28921

日下　竜成            ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）40 28921

福田　峻大            ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）41 28921

井上　志吹            ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ               兵庫選抜        小学（5）42 2899H

大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               兵庫選抜 小学（5）43 2899H

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               兵庫選抜        中学（2）44 2899H

森岡　丈尋            ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ               兵庫選抜        小学（5）45 2899H

土田　和希            ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ               神戸高専 大 大学（2）46 50090
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神尾　拓斗            ｶﾐｵ ﾀｸﾄ                 神戸高専 高 高校（1）1 28516

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（2）2 28881

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               兵庫選抜        中学（2）3 2899H

大谷　雄剛            ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ              関西学院大学 大学（1）4 50006
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竹内　花菜            ﾀｹｳﾁ ﾊﾅ                 宝殿中学 中学（2）1 28032

井上　華瑠            ｲﾉｳｴ ﾊﾙ                 宝殿中学 中学（3）2 28032

和田　千夏            ﾜﾀﾞ ﾁﾅﾂ                 宝殿中学 中学（3）3 28032

室井　星南            ﾑﾛｲ ｾﾅ                  神戸高専 高 高校（2）4 28516

木戸　春花            ｷﾄﾞ ﾊﾙｶ                 神戸高専 高 高校（3）5 28516

上阪　莉穂            ｳｴｻｶ ﾘﾎ                 神戸高専 高 高校（3）6 28516

田中　　椛            ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ                イトマン川西 小学（4）7 28801

福井恵利子            ﾌｸｲ ｴﾘｺ                 イトマン川西 小学（4）8 28801

秋庭ひなた            ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ                イトマン川西 中学（2）9 28801

皐月　　涼            ｻﾂｷ ｽｽﾞ                 塚口ＳＳ 中学（2）10 28805

荒本　結衣            ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ                 塚口ＳＳ 小学（5）11 28805

山口　純怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ               塚口ＳＳ 小学（5）12 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 中学（1）13 28805

藥師　萌雅            ﾔｸｼ ﾒｲｶ                 塚口ＳＳ 小学（4）14 28805

桜井　琴心            ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ                塚口ＳＳ 小学（5）15 28805

大﨑　奈穂            ｵｵｻｷ ﾅﾎ                 塚口ＳＳ 小学（3）16 28805

青野　来美            ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                 塚口ＳＳ 小学（4）17 28805

今井　奏亜            ｲﾏｲ ﾄｱ                  塚口ＳＳ 小学（5）18 28805

伊藤　杏奈            ｲﾄｳ ｱﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（4）19 28805

堂北　砂丘            ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ                ＮＳＩ清和台 中学（2）20 28812

中辻　愛梨            ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ               ＮＳＩ清和台 小学（6）21 28812

原田　菜那            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）22 28812

岡島　虹果            ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ               ＮＳＩ清和台 小学（5）23 28812

松長　麻耶            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                イトマン西宮 小学（4）24 28820

藤井　瑠夏            ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（3）25 28820

野村ここみ            ﾉﾑﾗ ｺｺﾐ                 イトマン西宮 小学（4）26 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（6）27 28820

大塚　美咲            ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）28 28820

ﾋﾞｯｸﾞｽﾚｰﾅ ﾋﾞｯｸﾞｽ ﾚｰﾅ              イトマン西宮 中学（1）29 28820

金乙　帆香            ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ                イトマン西宮 中学（1）30 28820

田村　柚穂            ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ                イトマン西宮 小学（5）31 28820

野村みなみ            ﾉﾑﾗ ﾐﾅﾐ                 イトマン西宮 中学（2）32 28820

長谷川結菜            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ               ＢＩＧ姫路 小学（6）33 28821

森　　杏香            ﾓﾘ ｷｮｳｶ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）34 28821

長谷川奈々            ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ                ＢＩＧ姫路 小学（4）35 28821

西野帆乃花            ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ                 コナミ西宮 小学（6）36 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（5）37 28824

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                 コナミ西宮 小学（5）38 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（6）39 28824

林　　莉央            ﾊﾔｼ ﾘｵ                  コナミ西宮 小学（3）40 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）41 28824

高濵　瑞紀            ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ               コナミ西宮 小学（5）42 28824

坂本　紗依            ｻｶﾓﾄ ｻｴ                 コナミ西宮 小学（5）43 28824

正木　咲愛            ﾏｻｷ ｻｸﾗ                 コナミ西宮 小学（5）44 28824

大窪　ゆい            ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ                コナミ西宮 小学（4）45 28824

三宅　咲織            ﾐﾔｹ ｻｵﾘ                 コナミ西宮 小学（4）46 28824

青木　凛菜            ｱｵｷ ﾘﾝﾅ                 コナミ西宮 小学（3）47 28824

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（6）48 28824

山戸　優佳            ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                 コナミ西宮 小学（5）49 28824
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井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 中学（1）50 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（4）51 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）52 28824

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 中学（1）53 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（6）54 28824

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 中学（3）55 28826

久保　陽子            ｸﾎﾞ ﾖｳｺ                 ＮＳＩパール 小学（4）56 28826

番地　優月            ﾊﾞﾝﾁ ﾕﾂﾞｷ               ＮＳＩパール 小学（5）57 28826

原田　七海            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 中学（3）58 28828

廣田　真結            ﾋﾛﾀ ﾏﾕ                  ＮＳＩ本山 高校（3）59 28828

永野聖里愛            ﾅｶﾞﾉ ｾﾘｱ                ＮＳＩ本山 小学（6）60 28828

清水　　茉            ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｶ                ＮＳＩ本山 小学（6）61 28828

清水　　絢            ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ               ＮＳＩ本山 小学（4）62 28828

浅田　結子            ｱｻﾀﾞ ﾕｲｺ                ＮＳＩ本山 小学（3）63 28828

北村　桜子            ｷﾀﾑﾗ ｻｸﾗｺ               ＫＴＶ垂水 小学（6）64 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（6）65 28831

宮内　乙葉            ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ                ＳＡ六甲道 小学（4）66 28837

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 中学（3）67 28838

熊田　日和            ｸﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ                姫路ＳＳ 中学（3）68 28838

鳳山　紗耶            ﾎｳﾔﾏ ｻﾔ                 姫路ＳＳ 中学（1）69 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 中学（1）70 28838

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 中学（1）71 28838

坂井さくら            ｻｶｲ ｻｸﾗ                 姫路ＳＳ 中学（1）72 28838

熊田　萌花            ｸﾏﾀﾞ ﾓｴｶ                姫路ＳＳ 小学（6）73 28838

山根　瑞穂            ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ                姫路ＳＳ 小学（5）74 28838

田中　陽乃            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ                 姫路ＳＳ 小学（4）75 28838

井上舞衣子            ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ                ナイスＳＰ 小学（6）76 28864

伊藤梨央奈            ｲﾄｳ ﾘｵﾅ                 ナイスＳＰ 小学（6）77 28864

石井あやめ            ｲｼｲ ｱﾔﾒ                 ナイスＳＰ 小学（4）78 28864

新藤　花音            ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ               尼崎市スポ振 小学（6）79 28865

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 中学（2）80 28865

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（5）81 28865

段林　未來            ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ              ＳＵＮ網干 小学（5）82 28872

佐藤　瑛衣            ｻﾄｳ ｴｲ                  ＳＵＮ網干 小学（4）83 28872

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（4）84 28872

野村　陽心            ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ                 イトマン三田 小学（5）85 28874

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（6）86 28874

田坂玲依菜            ﾀｻｶ ﾚｲﾅ                 イトマン三田 小学（5）87 28874

本荘　奈月            ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ              イトマン三田 小学（3）88 28874

村山　陽菜            ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ                 イトマン三田 小学（5）89 28874

岡本　彩羽            ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ                イトマン三田 小学（3）90 28874

萩山　　凜            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ                イトマン三田 小学（5）91 28874

堀川　心愛            ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（4）92 28874

東山　心音            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｺﾈ              マック武庫川 小学（4）93 28881

大町紀々香            ｵｵﾏﾁ ﾉﾉｶ                マック武庫川 小学（4）94 28881

佐井　唯莉            ｻｲ ﾕｲﾘ                  マック武庫川 小学（6）95 28881

大町　春瑠            ｵｵﾏﾁ ﾊﾙﾙ                マック武庫川 中学（1）96 28881

中村　心香            ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ                 マック武庫川 小学（4）97 28881

花房樹咲里            ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ              マック加古川 中学（1）98 28887
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松尾　颯希            ﾏﾂｵ ｻﾂｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）99 28895

河島菜々子            ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）100 28895

森　　愛夏            ﾓﾘ ｱｲﾅ                  ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）101 28895

掘井　愛乃            ﾎﾘｲ ｱｷﾉ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）102 28895

前田　希歩            ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 小学（6）103 28913

牛尾　心来            ｳｼｵ ｺｺ                  Ａｑ新宮 中学（2）104 28913

玉越　路琉            ﾀﾏｺｼ ﾐﾁﾙ                Ａｑ新宮 小学（5）105 28913

内海穂乃花            ｳﾂﾐ ﾎﾉｶ                 Ａｑ新宮 小学（5）106 28913

中村　綺那            ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）107 28921

高橋　彩芽            ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）108 28921

坂井　輝星            ｻｶｲ ｷﾗﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（3）109 28921

檀野　紗良            ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）110 28921

平山しおり            ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ                兵庫選抜        中学（1）111 2899H

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               兵庫選抜        小学（5）112 2899H

西雄　愛莉            ﾆｼｵ ｱｲﾘ                 兵庫選抜 中学（2）113 2899H

野村くるみ            ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ                 兵庫選抜 小学（6）114 2899H

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                関西学院大学 大学（2）115 50006

竹林　理子            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ               関西学院大学 大学（2）116 50006

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                神戸高専 大 大学（1）117 50090

大東　稀南            ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ              神戸高専 大 大学（2）118 50090
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西山　もえ            ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ                 イトマン川西 中学（3）1 28801

大本　歩花            ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ                イトマン川西 中学（2）2 28801

清水　桜奈            ｼﾐｽﾞ ｻﾅ                 イトマン川西 小学（5）3 28801

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 塚口ＳＳ 中学（2）4 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

伊藤　凜奈            ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ                 塚口ＳＳ 中学（1）6 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 中学（1）7 28805

山口　純怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ               塚口ＳＳ 小学（5）8 28805

岡島　虹果            ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ               ＮＳＩ清和台 小学（5）9 28812

堂北　砂丘            ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ                ＮＳＩ清和台 中学（2）10 28812

彦江ひより            ﾋｺｴ ﾋﾖﾘ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）11 28812

井上　　奏            ｲﾉｳｴ ｿｳ                 ＴＸ甲南山手 小学（6）12 28813

石躍　佐和            ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ               イトマン神戸 小学（6）13 28815

西川　真央            ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（6）14 28815

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 中学（2）15 28820

野村みなみ            ﾉﾑﾗ ﾐﾅﾐ                 イトマン西宮 中学（2）16 28820

前田　彩乃            ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ                イトマン西宮 中学（1）17 28820

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  イトマン西宮 中学（2）18 28820

長谷川結菜            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ               ＢＩＧ姫路 小学（6）19 28821

三上　陽奈            ﾐｶﾐ ﾋﾅ                  ＢＩＧ姫路 小学（6）20 28821

山戸　優佳            ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                 コナミ西宮 小学（5）21 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（6）22 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 中学（1）23 28824

番地　優月            ﾊﾞﾝﾁ ﾕﾂﾞｷ               ＮＳＩパール 小学（5）24 28826

桂　　羽音            ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）25 28826

金子　紗弓            ｶﾈｺ ｻﾕﾐ                 ＮＳＩパール 中学（1）26 28826

大山　夢羽            ｵｵﾔﾏ ﾑｳ                 ＮＳＩパール 小学（4）27 28826

清水　　茉            ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｶ                ＮＳＩ本山 小学（6）28 28828

宮内　乙葉            ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ                ＳＡ六甲道 小学（4）29 28837

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（5）30 28837

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 中学（2）31 28838

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 中学（1）32 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 中学（1）33 28838

熊田　萌花            ｸﾏﾀﾞ ﾓｴｶ                姫路ＳＳ 小学（6）34 28838

熊田　日和            ｸﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ                姫路ＳＳ 中学（3）35 28838

井上　なつ            ｲﾉｳｴ ﾅﾂ                 ＳＵＮ姫路 中学（2）36 28848

本田　彩乃            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ                ＳＵＮ姫路 中学（1）37 28848

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 高校（1）38 28848

井上舞衣子            ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ                ナイスＳＰ 小学（6）39 28864

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 中学（2）40 28865

若松　　凜            ﾜｶﾏﾂ ﾘﾝ                 マック武庫川 小学（6）41 28881

中村　心香            ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ                 マック武庫川 小学（4）42 28881

中島　琉莉            ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ                マック武庫川 小学（5）43 28881

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 中学（3）44 28881

松本　尚子            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ                マック武庫川 中学（2）45 28881

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 マック武庫川 中学（2）46 28881

西山菜乃華            ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）47 28895

玉越　有姫            ﾀﾏｺｼ ﾕｷ                 Ａｑ新宮 中学（3）48 28913

髙井　奏来            ﾀｶｲ ｿﾗ                  Ａｑ新宮 中学（2）49 28913
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牛尾　心来            ｳｼｵ ｺｺ                  Ａｑ新宮 中学（2）50 28913

寺本　愛梨            ﾃﾗﾓﾄ ｱｲﾘ                Ａｑ新宮 中学（2）51 28913

赤木　乃彩            ｱｶｷﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 中学（2）52 28913

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）53 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（3）54 28921

平山しおり            ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ                兵庫選抜        中学（1）55 2899H

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               兵庫選抜        小学（5）56 2899H

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 兵庫選抜        中学（1）57 2899H

野村くるみ            ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ                 兵庫選抜 小学（6）58 2899H

溝淵　真由            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾕ               関西学院大学 大学（2）59 50006

山口　友希            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ                関西学院大学 大学（2）60 50006

竹林　理子            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ               関西学院大学 大学（2）61 50006

森本菜々子            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                神戸高専 大 大学（1）62 50090
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小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 中学（2）2 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 中学（1）3 28805

彦江ひより            ﾋｺｴ ﾋﾖﾘ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）4 28812

井上　　奏            ｲﾉｳｴ ｿｳ                 ＴＸ甲南山手 小学（6）5 28813

石躍　佐和            ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ               イトマン神戸 小学（6）6 28815

西川　真央            ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（6）7 28815

大塚　美咲            ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）8 28820

前田　彩乃            ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ                イトマン西宮 中学（1）9 28820

久保　優里            ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ                 イトマン西宮 中学（2）10 28820

山口穂野香            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ               イトマン西宮 小学（6）11 28820

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                イトマン西宮 中学（2）12 28820

片岡　ゆう            ｶﾀｵｶ ﾕｳ                 イトマン西宮 小学（6）13 28820

金乙　帆香            ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ                イトマン西宮 中学（1）14 28820

中安　杏結            ﾅｶﾔｽ ｱﾕ                 ＢＩＧ姫路 中学（2）15 28821

清水　菜緒            ｼﾐｽﾞ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）16 28821

桂　　羽音            ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）17 28826

金子　紗弓            ｶﾈｺ ｻﾕﾐ                 ＮＳＩパール 中学（1）18 28826

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（5）19 28837

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 高校（2）20 28848

井上　なつ            ｲﾉｳｴ ﾅﾂ                 ＳＵＮ姫路 中学（2）21 28848

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 中学（2）22 28865

中川　琴葉            ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ               ＳＵＮ網干 小学（6）23 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 中学（1）24 28872

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 マック武庫川 中学（2）25 28881

安田　衣良            ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ                 マック加古川 中学（2）26 28887

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                マック加古川 中学（3）27 28887

駒川　　零            ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ                マック加古川 中学（1）28 28887

下條日菜子            ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾅｺ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（2）29 28921

長束　萌衣            ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（3）30 28921

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）31 28921

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 兵庫選抜        中学（1）32 2899H

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 兵庫選抜        中学（1）33 2899H

溝淵　真由            ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾕ               関西学院大学 大学（2）34 50006
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中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

伊藤　凜奈            ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ                 塚口ＳＳ 中学（1）2 28805

今西　花音            ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ                イトマン西宮 中学（2）3 28820

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 中学（2）4 28838

大谷　理心            ｵｵﾀﾆ ﾘｺ                 姫路ＳＳ 中学（2）5 28838

山﨑　彩花            ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ               ＳＵＮ姫路 高校（1）6 28848

津田　歩季            ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                ＳＵＮ姫路 高校（2）7 28848

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                マック加古川 中学（3）8 28887
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氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

大谷　理心            ｵｵﾀﾆ ﾘｺ                 姫路ＳＳ 中学（2）2 28838
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女子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

藤本　凛子            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ               神戸高専 高 高校（3）1 28516

相坂　玲衣            ｱｲｻｶ ﾚｲ                 神戸高専 高 高校（1）2 28516

諸角満里亜            ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ               塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

大津輪紗弥            ｵｵﾂﾜ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（3）4 28805

今井　奏亜            ｲﾏｲ ﾄｱ                  塚口ＳＳ 小学（5）5 28805

伊藤　杏奈            ｲﾄｳ ｱﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

長尾　美咲            ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）7 28820

野村ここみ            ﾉﾑﾗ ｺｺﾐ                 イトマン西宮 小学（4）8 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 中学（2）9 28820

石井　陽菜            ｲｼｲ ﾊﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（4）10 28820

三宗　琴葉            ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ                イトマン西宮 小学（5）11 28820

高石　小夢            ﾀｶｲｼ ｺﾕﾒ                イトマン西宮 小学（4）12 28820

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                ＢＩＧ姫路 小学（6）13 28821

三宅　咲織            ﾐﾔｹ ｻｵﾘ                 コナミ西宮 小学（4）14 28824

西野帆乃花            ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ                 コナミ西宮 小学（6）15 28824

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                 コナミ西宮 小学（5）16 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（6）17 28824

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（6）18 28824

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（4）19 28826

山下　愛貴            ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ                ＫＴＶ垂水 小学（5）20 28831

田中　陽乃            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ                 姫路ＳＳ 小学（4）21 28838

日南田陽菜            ﾋﾅﾀ ﾊﾙﾅ                 姫路ＳＳ 中学（1）22 28838

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（5）23 28872

野村　陽心            ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ                 イトマン三田 小学（5）24 28874

堀川　心愛            ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（4）25 28874

東山　心音            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｺﾈ              マック武庫川 小学（4）26 28881

掘井　小春            ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）27 28895

内海穂乃花            ｳﾂﾐ ﾎﾉｶ                 Ａｑ新宮 小学（5）28 28913

赤木　乃彩            ｱｶｷﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 中学（2）29 28913

西海　穂泉            ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）30 28921

清水　南帆            ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）31 28921

森岡　来望            ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）32 28921

清水　舞帆            ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）33 28921

檀野　紗良            ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）34 28921

見浪　真美            ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                  兵庫選抜 小学（5）35 2899H
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女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

諸角満里亜            ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ               塚口ＳＳ 小学（5）1 28805

皐月　　涼            ｻﾂｷ ｽｽﾞ                 塚口ＳＳ 中学（2）2 28805

岡島　来実            ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ清和台 中学（3）3 28812

長尾　美咲            ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ                イトマン西宮 小学（5）4 28820

加賀瀬百夏            ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ                ＢＩＧ姫路 小学（6）5 28821

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 中学（3）6 28826

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（4）7 28826

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 高校（1）8 28831

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 高校（1）9 28865

安田　衣良            ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ                 マック加古川 中学（2）10 28887

駒川　　零            ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ                マック加古川 中学（1）11 28887

玉越　凪紗            ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ               Ａｑ新宮 小学（6）12 28913

清水　南帆            ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）13 28921

大濵　心花            ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）14 28921

見浪　真美            ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                  兵庫選抜 小学（5）15 2899H
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女子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 中学（2）1 28801

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 塚口ＳＳ 中学（3）2 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 大学（3）3 28805

山田　麻琴            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ                ＮＳＩ清和台 中学（2）4 28812

岡島　来実            ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ清和台 中学（3）5 28812

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 中学（3）6 28820

神達　朱音            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ               ＫＴＶ垂水 高校（1）7 28831

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 高校（1）8 28865

松本　尚子            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ                マック武庫川 中学（2）9 28881

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（3）10 28895
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女子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

廣瀬　純子            ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ               塚口ＳＳ 小学（4）1 28805

青野　来美            ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                 塚口ＳＳ 小学（4）2 28805

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 中学（1）3 28820

田中　陽菜            ﾀﾅｶ ﾋﾅ                  イトマン西宮 小学（5）4 28820

ﾋﾞｯｸﾞｽﾚｰﾅ ﾋﾞｯｸﾞｽ ﾚｰﾅ              イトマン西宮 中学（1）5 28820

椿原　優希            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ              イトマン西宮 小学（5）6 28820

井上　琴葉            ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ                ＢＩＧ姫路 小学（5）7 28821

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）8 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（6）9 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）10 28824

正木　咲愛            ﾏｻｷ ｻｸﾗ                 コナミ西宮 小学（5）11 28824

坂本　紗依            ｻｶﾓﾄ ｻｴ                 コナミ西宮 小学（5）12 28824

岩井　楓佳            ｲﾜｲ ﾌｳｶ                 姫路ＳＳ 小学（5）13 28838

佐藤　瑛衣            ｻﾄｳ ｴｲ                  ＳＵＮ網干 小学（4）14 28872

塚原　　楽            ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                 ＳＵＮ網干 小学（4）15 28872

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（4）16 28872

村山　陽菜            ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ                 イトマン三田 小学（5）17 28874

松本　玲奈            ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン三田 小学（6）18 28874

藤定　晴香            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾊﾙｶ              マック加古川 中学（1）19 28887

掘井　小春            ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）20 28895

西田優莉奈            ﾆｼﾀﾞ ﾕﾘﾅ                Ａｑ新宮 小学（4）21 28913

井貫　知空            ｲﾇｷ ﾁｿﾗ                 Ａｑ新宮 中学（1）22 28913

横田　彩羽            ﾖｺﾀ ｻﾜ                  Ａｑ新宮 小学（6）23 28913

八木　　澪            ﾔｷﾞ ﾐｵ                  Ａｑ新宮 小学（4）24 28913

花田　美幸            ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｷ                Ａｑ新宮 小学（3）25 28913

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）26 28921

皐月　　静            ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ                兵庫選抜 小学（5）27 2899H

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 兵庫選抜        中学（2）28 2899H

上田　結愛            ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ                 兵庫選抜        小学（6）29 2899H

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                兵庫選抜        中学（1）30 2899H
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女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

和田　珠希            ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ                 イトマン川西 小学（5）1 28801

斉藤　　舞            ｻｲﾄｳ ﾏｲ                 イトマン川西 中学（1）2 28801

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（2）3 28805

皆田　麻央            ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）4 28812

田中　陽菜            ﾀﾅｶ ﾋﾅ                  イトマン西宮 小学（5）5 28820

椿原　優希            ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ              イトマン西宮 小学（5）6 28820

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  イトマン西宮 中学（2）7 28820

井上　琴葉            ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ                ＢＩＧ姫路 小学（5）8 28821

大室　澄玲            ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ                尼崎市スポ振 中学（1）9 28865

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 中学（3）10 28881

藤定　晴香            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾊﾙｶ              マック加古川 中学（1）11 28887

花田　真子            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺ                 Ａｑ新宮 中学（1）12 28913

髙井　奏来            ﾀｶｲ ｿﾗ                  Ａｑ新宮 中学（2）13 28913

横田　彩羽            ﾖｺﾀ ｻﾜ                  Ａｑ新宮 小学（6）14 28913

小林　　楓            ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（2）15 28921

皐月　　静            ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ                兵庫選抜 小学（5）16 2899H

上田　結愛            ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ                 兵庫選抜        小学（6）17 2899H

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                兵庫選抜        中学（1）18 2899H

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 兵庫選抜        中学（2）19 2899H

友利　梨穂            ﾄﾓﾘ ﾘﾎ                  兵庫選抜        中学（1）20 2899H
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女子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県長水路水泳競技大会

今川　愛子            ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲｺ               神戸高専 高 高校（3）1 28516

田中　　椛            ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ                イトマン川西 小学（4）2 28801

黒木　優愛            ｸﾛｷ ﾕｳｱ                 イトマン川西 中学（2）3 28801

福井恵利子            ﾌｸｲ ｴﾘｺ                 イトマン川西 小学（4）4 28801

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

藥師　萌雅            ﾔｸｼ ﾒｲｶ                 塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（5）7 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 中学（3）8 28805

西留　杏美            ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ               塚口ＳＳ 小学（6）9 28805

大津輪紗弥            ｵｵﾂﾜ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（3）10 28805

土井　千智            ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ                 イトマン神戸 小学（6）11 28815

絹谷　千桜            ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ                 イトマン西宮 小学（5）12 28820

松長　麻耶            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                イトマン西宮 小学（4）13 28820

藤井　瑠夏            ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（3）14 28820

三上　陽奈            ﾐｶﾐ ﾋﾅ                  ＢＩＧ姫路 小学（6）15 28821

長谷川奈々            ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ                ＢＩＧ姫路 小学（4）16 28821

高濵　瑞紀            ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ               コナミ西宮 小学（5）17 28824

大窪　ゆい            ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ                コナミ西宮 小学（4）18 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（4）19 28824

林　　莉央            ﾊﾔｼ ﾘｵ                  コナミ西宮 小学（3）20 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（5）21 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（6）22 28824

勝部　　凛            ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩパール 小学（4）23 28826

國森　好奏            ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ                ＮＳＩパール 小学（5）24 28826

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（4）25 28872

萩山　　凜            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ                イトマン三田 小学（5）26 28874

大町　春瑠            ｵｵﾏﾁ ﾊﾙﾙ                マック武庫川 中学（1）27 28881

若松　　凜            ﾜｶﾏﾂ ﾘﾝ                 マック武庫川 小学（6）28 28881

柴田　結生            ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ                 マック武庫川 小学（5）29 28881

中島　琉莉            ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ                マック武庫川 小学（5）30 28881

柴田　芽依            ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ                 マック武庫川 中学（2）31 28881

西山菜乃華            ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）32 28895

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）33 28895

掘井　愛乃            ﾎﾘｲ ｱｷﾉ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）34 28895

松本みのり            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ                Ａｑ新宮 小学（4）35 28913

玉越　路琉            ﾀﾏｺｼ ﾐﾁﾙ                Ａｑ新宮 小学（5）36 28913

前原子々夏            ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）37 28921

王野　　遥            ｵｵﾉ ﾊﾙｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）38 28921

藤澤ひかり            ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）39 28921

高橋　彩芽            ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）40 28921

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）41 28921

井上　紗良            ｲﾉｳｴ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）42 28921

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 兵庫選抜 小学（6）43 2899H

西雄　愛莉            ﾆｼｵ ｱｲﾘ                 兵庫選抜 中学（2）44 2899H
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西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

岡部　仁胡            ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                 塚口ＳＳ 中学（3）2 28805

小宮　紅葉            ｺﾐﾔ ｱｷ                  塚口ＳＳ 大学（3）3 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 中学（1）4 28805

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（5）5 28805

土井　千智            ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ                 イトマン神戸 小学（6）6 28815

田村　柚穂            ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ                イトマン西宮 小学（5）7 28820

絹谷　千桜            ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ                 イトマン西宮 小学（5）8 28820

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 中学（1）9 28824

國森　彩咲            ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ                ＮＳＩパール 中学（1）10 28826

桂　　涼羽            ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ                ＮＳＩパール 中学（3）11 28826

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 高校（1）12 28848

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（5）13 28865

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 高校（1）14 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 中学（1）15 28872

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（3）16 28895

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）17 28895

寺本　愛梨            ﾃﾗﾓﾄ ｱｲﾘ                Ａｑ新宮 中学（2）18 28913

井貫　知空            ｲﾇｷ ﾁｿﾗ                 Ａｑ新宮 中学（1）19 28913

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）20 28921

王野　　遥            ｵｵﾉ ﾊﾙｶ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）21 28921

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               兵庫選抜        中学（2）22 2899H

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 兵庫選抜        中学（1）23 2899H

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 兵庫選抜 小学（6）24 2899H

長谷川　愛            ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ                神戸高専 大 大学（1）25 50090
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前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

桂　　涼羽            ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ                ＮＳＩパール 中学（3）2 28826

竹中　杏羽            ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ               ＳＵＮ姫路 高校（1）3 28848

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 高校（1）4 28872

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 マック武庫川 中学（2）5 28881

宮崎いぶき            ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（3）6 28921

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               兵庫選抜        中学（2）7 2899H
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大本　歩花            ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ                イトマン川西 中学（2）1 28801

清水　桜奈            ｼﾐｽﾞ ｻﾅ                 イトマン川西 小学（5）2 28801

和田　珠希            ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ                 イトマン川西 小学（5）3 28801

西山　もえ            ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ                 イトマン川西 中学（3）4 28801

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

西留　杏美            ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ               塚口ＳＳ 小学（6）6 28805

廣瀬　純子            ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ               塚口ＳＳ 小学（4）7 28805

桜井　琴心            ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ                塚口ＳＳ 小学（5）8 28805

皆田　麻央            ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）9 28812

山田　麻琴            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ                ＮＳＩ清和台 中学（2）10 28812

安元　彩雪            ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ                イトマン西宮 中学（1）11 28820

石井　陽菜            ｲｼｲ ﾊﾙﾅ                 イトマン西宮 小学（4）12 28820

上原　真有            ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ                イトマン西宮 小学（5）13 28820

三宗　琴葉            ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ                イトマン西宮 小学（5）14 28820

山口穂野香            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ               イトマン西宮 小学（6）15 28820

堀上　彩良            ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ                 イトマン西宮 中学（2）16 28820

平田　　暖            ﾋﾗﾀ ﾉﾝ                  イトマン西宮 中学（3）17 28820

高石　小夢            ﾀｶｲｼ ｺﾕﾒ                イトマン西宮 小学（4）18 28820

中安　杏結            ﾅｶﾔｽ ｱﾕ                 ＢＩＧ姫路 中学（2）19 28821

清水　菜緒            ｼﾐｽﾞ ﾅｵ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）20 28821

清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＢＩＧ姫路 高校（2）21 28821

國森　彩咲            ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ                ＮＳＩパール 中学（1）22 28826

勝部　　凛            ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩパール 小学（4）23 28826

大山　夢羽            ｵｵﾔﾏ ﾑｳ                 ＮＳＩパール 小学（4）24 28826

國森　好奏            ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ                ＮＳＩパール 小学（5）25 28826

原田　七海            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ＮＳＩ本山 中学（3）26 28828

山下　愛貴            ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ                ＫＴＶ垂水 小学（5）27 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（6）28 28831

岩井　楓佳            ｲﾜｲ ﾌｳｶ                 姫路ＳＳ 小学（5）29 28838

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 中学（3）30 28838

本田　彩乃            ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ                ＳＵＮ姫路 中学（1）31 28848

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 中学（2）32 28848

大室　澄玲            ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ                尼崎市スポ振 中学（1）33 28865

中川　琴葉            ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ               ＳＵＮ網干 小学（6）34 28872

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（5）35 28872

段林　未來            ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ              ＳＵＮ網干 小学（5）36 28872

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（4）37 28872

塚原　　楽            ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                 ＳＵＮ網干 小学（4）38 28872

田坂玲依菜            ﾀｻｶ ﾚｲﾅ                 イトマン三田 小学（5）39 28874

柴田　結生            ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ                 マック武庫川 小学（5）40 28881

花房樹咲里            ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ              マック加古川 中学（1）41 28887

森　　愛夏            ﾓﾘ ｱｲﾅ                  ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）42 28895

松尾　颯希            ﾏﾂｵ ｻﾂｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（4）43 28895

西田優莉奈            ﾆｼﾀﾞ ﾕﾘﾅ                Ａｑ新宮 小学（4）44 28913

花田　真子            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺ                 Ａｑ新宮 中学（1）45 28913

松本みのり            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ                Ａｑ新宮 小学（4）46 28913

玉越　凪紗            ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ               Ａｑ新宮 小学（6）47 28913

西海　穂泉            ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）48 28921

森　　絆菜            ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）49 28921
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井上　紗良            ｲﾉｳｴ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）50 28921

清水　舞帆            ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）51 28921

下條日菜子            ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾅｺ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校（2）52 28921

森岡　来望            ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）53 28921

前原子々夏            ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）54 28921

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）55 28921

中村　綺那            ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）56 28921

友利　梨穂            ﾄﾓﾘ ﾘﾎ                  兵庫選抜        中学（1）57 2899H

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 関西学院大学 大学（2）58 50006
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清水　楓日            ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ                ＢＩＧ姫路 高校（2）1 28821

津田　陽薫            ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ                 ＳＵＮ姫路 中学（2）2 28848

林　みのり            ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ                 関西学院大学 大学（2）3 50006
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