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山近　侑大            ﾔﾏﾁｶ ﾕｳﾀﾞｲ              望海中学 中学（2）1 28041

藤井　泰希            ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ                望海中学 中学（2）2 28041

中嶋　一貴            ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ              仁川学院中学 中学（1）3 28208

森本　昴樹            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ                姫路工業高校 高校（2）4 28315

永田　翔大            ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ               明石城西高校 高校（2）5 28396

廣井　琉太            ﾋﾛｲ ﾘｭｳﾀ                須磨翔風高校 高校（1）6 28509

山本　修平            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ              須磨翔風高校 高校（1）7 28509

荒木真治郎            ｱﾗｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ              報徳学園高校 高校（1）8 28618

松岡　賢史            ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ                報徳学園高校 高校（1）9 28618

増井　駿介            ﾏｽｲ ｼｭﾝｽｹ               報徳学園高校 高校（2）10 28618

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               報徳学園高校 高校（2）11 28618

西川　大遥            ﾆｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ               仁川学院高校 高校（1）12 28623

上村　真哉            ｳｴﾑﾗ ｼﾝﾔ                仁川学院高校 高校（1）13 28623

一杉　康介            ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｽｹ              塚口ＳＳ 小学（3）14 28805

渡辺　知哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               塚口ＳＳ 小学（3）15 28805

原　　壮太            ﾊﾗ ｿｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（3）16 28805

疋谷　礼穏            ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ                塚口ＳＳ 小学（2）17 28805

細井　竜弥            ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ                 塚口ＳＳ 小学（2）18 28805

山本　紘暖            ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ               尼崎ＳＳ 小学（4）19 28808

中谷　勝海            ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳ                尼崎ＳＳ 小学（6）20 28808

傳谷孝太郎            ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 中学（1）21 28808

伊與田　創            ｲﾖﾀ ｲﾂｼ                 尼崎ＳＳ 中学（1）22 28808

渡邉桜士朗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（5）23 28816

武田宗一郎            ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（5）24 28816

武田晋次郎            ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（4）25 28816

村岡　悠夢            ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ                 Ｓ・パティオ 中学（1）26 28816

中島　温人            ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ               Ｓ・パティオ 小学（4）27 28816

飯冨　亜紡            ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ                ＢＩＧ姫路 小学（6）28 28821

平江　佑成            ﾋﾗｴ ﾕｳｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（4）29 28821

李　　柏宏            ﾘ ﾊｯｺｳ                  ＢＩＧ姫路 小学（4）30 28821

李　　柏希            ﾘ ﾊｯｷ                   ＢＩＧ姫路 小学（4）31 28821

小川　幹太            ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ                ＢＩＧ姫路 小学（3）32 28821

溝端　昇真            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ             ＢＩＧ姫路 小学（3）33 28821

大島　朋也            ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ                ＢＩＧ姫路 小学（4）34 28821

有馬　岳翔            ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ                コナミ西宮 小学（2）35 28824

金丸　朝陽            ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ                コナミ西宮 小学（1）36 28824

山内　映都            ﾔﾏｳﾁ ｴｲﾄ                コナミ西宮 小学（4）37 28824

高瀬　功基            ﾀｶｾ ｺｳｷ                 コナミ西宮 小学（4）38 28824

武田　昇大            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ               コナミ西宮 小学（4）39 28824

立石　　渉            ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 小学（5）40 28824

永木　祐莉            ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ                コナミ明石 小学（5）41 28825

山田悠之真            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ              コナミ明石 小学（4）42 28825

金田　陽向            ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ                コナミ明石 小学（3）43 28825

立花　葵人            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ               コナミ明石 小学（2）44 28825

前川　晃毅            ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ                コナミ明石 小学（6）45 28825

西口　侑希            ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ               ＮＳＩ本山 小学（3）46 28828

山本　唯勝            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ              ＮＳＩ本山 小学（5）47 28828

桐原　大悟            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ              ＮＳＩ本山 小学（4）48 28828

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（3）49 28828
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山本　結勝            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ              ＮＳＩ本山 小学（2）50 28828

川口　竜輝            ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）51 28829

佐藤　碧音            ｻﾄｳ ｱｵﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）52 28829

福井漱一郎            ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）53 28829

大川　　翼            ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）54 28829

溝口　大翔            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ              ＪＳＳ宝塚 小学（1）55 28829

吉田　悠人            ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）56 28829

栗林　龍暉            ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ               ＫＴＶ垂水 中学（1）57 28831

河上　耀成            ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）58 28835

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）59 28835

衣川　夢空            ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｳｱ               ＳＡ六甲道 小学（6）60 28837

木村　真足            ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                 ＪＳＳ川西 小学（4）61 28843

大志万仁孝            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（5）62 28843

和田　陽希            ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ                 ＪＳＳ川西 小学（4）63 28843

新谷　柊介            ｼﾝﾀﾆ ｼｭｳｽｹ              ＪＳＳ川西 小学（4）64 28843

横山凛太朗            ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＪＳＳ川西 小学（2）65 28843

山下　颯太            ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ                ＪＳＳ川西 小学（3）66 28843

寺本　一翔            ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                ＪＳＳ川西 小学（3）67 28843

小林　歓多            ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ               ＪＳＳ川西 小学（2）68 28843

林　　陵大            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                西脇天神池 小学（6）69 28845

桑田　悠成            ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                西脇天神池 小学（6）70 28845

小川　桃吾            ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ               西脇天神池 小学（5）71 28845

柴田　蓮心            ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                西脇天神池 小学（4）72 28845

長谷川徠稀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ               西脇天神池 小学（3）73 28845

相馬　優歩            ｿｳﾏ ﾕｳｱ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）74 28849

寺田　　翔            ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）75 28849

阿部　優翔            ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）76 28849

土井旺志郎            ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ               ＪＳＳ尼宝 小学（3）77 28849

寺田　　隼            ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（5）78 28849

寺田　　湊            ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 中学（1）79 28849

山岸　新大            ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）80 28849

和田　流一            ﾜﾀﾞ ﾙｲ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（3）81 28855

藤田　雄成            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（3）82 28855

村上　裕紀            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）83 28855

三路　秋人            ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）84 28855

北田　佑磨            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）85 28855

小池　勇輝            ｺｲｹ ﾕｳｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）86 28855

山本　理央            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）87 28855

中塚　剛輝            ﾅｶﾂｶ ｺﾞｳｷ               コナミ三田 小学（3）88 28860

田中　徠聖            ﾀﾅｶ ﾗｲｷ                 コナミ三田 小学（1）89 28860

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（6）90 28867

長田　凰良            ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                ＧＵＮＺＥ 小学（6）91 28867

谷　優理也            ﾀﾆ ﾕﾘﾔ                  ＪＳＳ大久保 小学（2）92 28869

寺嶋　亮翔            ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷﾄ               ＪＳＳ大久保 小学（4）93 28869

森　　優仁            ﾓﾘ ﾕｳﾄ                  ＪＳＳ大久保 小学（5）94 28869

寺嶋　柊翔            ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ              ＪＳＳ大久保 小学（6）95 28869

杉本　和輝            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ              ＪＳＳ大久保 中学（1）96 28869

藤原　秀斗            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ              ＪＳＳ大久保 中学（1）97 28869

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 中学（1）98 28872
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香川　大護            ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ              ＳＵＮ網干 小学（4）99 28872

八十　　楓            ﾔｿ ｶｴﾃﾞ                 ＳＵＮ網干 小学（5）100 28872

塚原　　奏            ﾂｶﾊﾗ ｿｳ                 ＳＵＮ網干 小学（3）101 28872

岡本　　翼            ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               ＳＵＮ網干 小学（2）102 28872

西澤　陽翔            ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ               イトマン三田 小学（4）103 28874

藤井　祐丞            ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ               イトマン三田 小学（5）104 28874

歳内　王太            ｻｲｳﾁ ｵｳﾀ                イトマン三田 小学（6）105 28874

岡崎　佑莉            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ               イトマン三田 小学（4）106 28874

稲葉　陽人            ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ                ＮＳＩ豊岡 小学（4）107 28876

岸本　蒼大            ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ                マック武庫川 小学（2）108 28881

中島　琉矢            ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ                 マック武庫川 小学（6）109 28881

水谷　悠聖            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ              こうでら 小学（5）110 28883

塩谷　啓悟            ｼｵﾀﾆ ｹｲｺﾞ               高砂ＦＣ 中学（3）111 28886

小川　勇人            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（4）112 28886

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（4）113 28886

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（4）114 28886

吉田琥太朗            ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               高砂ＦＣ 小学（5）115 28886

香川　朝陽            ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ                高砂ＦＣ 中学（1）116 28886

岩本　桜空            ｲﾜﾓﾄ ｻｸ                 高砂ＦＣ 小学（3）117 28886

林　　晃大            ﾊﾔｼ ｺｳﾀ                 高砂ＦＣ 小学（4）118 28886

灘　　幸翼            ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ                高砂ＦＣ 中学（1）119 28886

舌間　啓人            ｼﾀﾏ ｹｲﾄ                 マック加古川 小学（6）120 28887

髙山　朝陽            ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ                マック加古川 小学（5）121 28887

田村　悠葵            ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ                 マック加古川 小学（4）122 28887

中野壮二郎            ﾅｶﾉ ｿｳｼﾞﾛｳ              Aqスポレスト 小学（2）123 28888

牧　　遼磨            ﾏｷ ﾘｮｳﾏ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）124 28895

坂本　結哉            ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾔ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）125 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（6）126 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（6）127 28895

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）128 28895

森田　裕基            ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ                 Ａｑ相生 中学（2）129 28904

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（6）130 28914

上野本　然            ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ               神戸北町Vivo 小学（6）131 28914

岡田　一輝            ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ                神戸北町Vivo 小学（5）132 28914

栗浦　拓海            ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ                神戸北町Vivo 小学（6）133 28914

白井　大誠            ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）134 28931

南田　真己            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）135 28931

三昌　拓真            ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）136 28931
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山近　侑大            ﾔﾏﾁｶ ﾕｳﾀﾞｲ              望海中学 中学（2）1 28041

藤井　亮多            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ               望海中学 中学（1）2 28041

土井　悠斗            ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ                 姫路工業高校 高校（2）3 28315

吉村　　巧            ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ                明石城西高校 高校（1）4 28396

岸部紳太朗            ｷｼﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ              須磨翔風高校 高校（1）5 28509

山本　修平            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ              須磨翔風高校 高校（1）6 28509

廣井　琉太            ﾋﾛｲ ﾘｭｳﾀ                須磨翔風高校 高校（1）7 28509

近久　歩夢            ﾁｶﾋｻ ｱﾕﾑ                報徳学園高校 高校（2）8 28618

増井　駿介            ﾏｽｲ ｼｭﾝｽｹ               報徳学園高校 高校（2）9 28618

西川　大遥            ﾆｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ               仁川学院高校 高校（1）10 28623

上村　真哉            ｳｴﾑﾗ ｼﾝﾔ                仁川学院高校 高校（1）11 28623

遠藤　　侑            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ               塚口ＳＳ 中学（1）12 28805

塗矢　航大            ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ               尼崎ＳＳ 中学（1）13 28808

上阪　　潤            ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ               コナミ東加古 小学（6）14 28814

飯冨　亜紡            ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ                ＢＩＧ姫路 小学（6）15 28821

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（3）16 28828

神達　　陽            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｷﾗ               ＫＴＶ垂水 中学（2）17 28831

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）18 28835

安藤　優汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ               ＳＡ六甲道 小学（5）19 28837

寺本　一翔            ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                ＪＳＳ川西 小学（3）20 28843

和田　陽希            ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ                 ＪＳＳ川西 小学（4）21 28843

大志万仁孝            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（5）22 28843

林　　陵大            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ                西脇天神池 小学（6）23 28845

松田　京真            ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ               ＧＵＮＺＥ 小学（6）24 28867

森　　優仁            ﾓﾘ ﾕｳﾄ                  ＪＳＳ大久保 小学（5）25 28869

寺嶋　柊翔            ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ              ＪＳＳ大久保 小学（6）26 28869

藤原　秀斗            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ              ＪＳＳ大久保 中学（1）27 28869

寺嶋　亮翔            ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷﾄ               ＪＳＳ大久保 小学（4）28 28869

杉本　和輝            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ              ＪＳＳ大久保 中学（1）29 28869

谷　優理也            ﾀﾆ ﾕﾘﾔ                  ＪＳＳ大久保 小学（2）30 28869

内海　陽生            ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ                 ＳＵＮ網干 中学（1）31 28872

岡本　　翼            ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ               ＳＵＮ網干 小学（2）32 28872

中島　琉矢            ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ                 マック武庫川 小学（6）33 28881

塩谷　啓悟            ｼｵﾀﾆ ｹｲｺﾞ               高砂ＦＣ 中学（3）34 28886

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（6）35 28895

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）36 28895

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（6）37 28903

森田　裕基            ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ                 Ａｑ相生 中学（2）38 28904

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（6）39 28914

上野本　然            ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ               神戸北町Vivo 小学（6）40 28914

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 高校（1）41 28924

北脇　基耀            ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                家島ＳＣ 中学（1）42 28924

南田　真己            ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）43 28931

白井　大誠            ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（1）44 28931

三昌　拓真            ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）45 28931
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土井　悠斗            ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ                 姫路工業高校 高校（2）1 28315

岸部紳太朗            ｷｼﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ              須磨翔風高校 高校（1）2 28509

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 高校（1）3 28924
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大西　功恭            ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ               姫路工業高校 高校（2）1 28315

原　　壮太            ﾊﾗ ｿｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

疋谷　礼穏            ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ                塚口ＳＳ 小学（2）3 28805

永本　陽仁            ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ               塚口ＳＳ 小学（2）4 28805

傳谷孝太郎            ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ             尼崎ＳＳ 中学（1）5 28808

家氏　陽大            ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ              コナミ東加古 小学（2）6 28814

市野　　陸            ｲﾁﾉ ﾘｸ                  ＮＳＩ本山 小学（4）7 28828

西口　侑希            ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ               ＮＳＩ本山 小学（3）8 28828

大川　　翼            ｵｵｶﾜ ﾂﾊﾞｻ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）9 28829

溝口　大翔            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ              ＪＳＳ宝塚 小学（1）10 28829

川端　泰寛            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）11 28829

神達　　陽            ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｷﾗ               ＫＴＶ垂水 中学（2）12 28831

横田　湊士            ﾖｺﾀ ﾐﾅﾄ                 ＳＡ六甲道 小学（2）13 28837

横山凛太朗            ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＪＳＳ川西 小学（2）14 28843

山下　颯太            ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ                ＪＳＳ川西 小学（3）15 28843

桑田　悠成            ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                西脇天神池 小学（6）16 28845

山岸　新大            ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ               ＪＳＳ尼宝 小学（4）17 28849

塚原　　奏            ﾂｶﾊﾗ ｿｳ                 ＳＵＮ網干 小学（3）18 28872

阪田　悠真            ｻｶﾀ ﾕｳﾏ                 ＳＵＮ網干 小学（2）19 28872

肥塚　慶人            ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ               ＳＵＮ網干 小学（2）20 28872

谷口　正眞            ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾏ               ＮＳＩ豊岡 小学（2）21 28876

谷垣　雄都            ﾀﾆｶﾞｷ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ豊岡 小学（4）22 28876

田中　陽晟            ﾀﾅｶ ﾊﾙｾ                 こうでら 小学（6）23 28883

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（4）24 28886

加藤　　信            ｶﾄｳ ｼﾝ                  Ａｑ相生 中学（2）25 28904
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遠藤　　侑            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ               塚口ＳＳ 中学（1）1 28805

市野　　陸            ｲﾁﾉ ﾘｸ                  ＮＳＩ本山 小学（4）2 28828
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小林　翔太            ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ              報徳学園高校 高校（2）1 28618

一杉　康介            ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｽｹ              塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

渡辺　知哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ               塚口ＳＳ 小学（3）3 28805

山本　紘暖            ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ               尼崎ＳＳ 小学（4）4 28808

塗矢　航大            ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ               尼崎ＳＳ 中学（1）5 28808

澤谷　歩汰            ｻﾜﾀﾆ ｱﾕﾀ                Ｓ・パティオ 小学（5）6 28816

渡邉桜士朗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（5）7 28816

平江　佑成            ﾋﾗｴ ﾕｳｾｲ                ＢＩＧ姫路 小学（4）8 28821

李　　柏希            ﾘ ﾊｯｷ                   ＢＩＧ姫路 小学（4）9 28821

大島　朋也            ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ                ＢＩＧ姫路 小学（4）10 28821

溝端　昇真            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ             ＢＩＧ姫路 小学（3）11 28821

武田　昇大            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ               コナミ西宮 小学（4）12 28824

高瀬　功基            ﾀｶｾ ｺｳｷ                 コナミ西宮 小学（4）13 28824

前川　晃毅            ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ                コナミ明石 小学（6）14 28825

山澤　空竜            ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ              ＮＳＩ本山 小学（5）15 28828

桐原　大悟            ｷﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ              ＮＳＩ本山 小学（4）16 28828

川口　竜輝            ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（2）17 28829

栗林　龍暉            ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ               ＫＴＶ垂水 中学（1）18 28831

安藤　優汰            ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ               ＳＡ六甲道 小学（5）19 28837

大志万仁秀            ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ              ＪＳＳ川西 小学（1）20 28843

石山　颯人            ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ川西 小学（2）21 28843

河村　祐賢            ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（4）22 28843

土井旺志郎            ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ               ＪＳＳ尼宝 小学（3）23 28849

相馬　優歩            ｿｳﾏ ﾕｳｱ                 ＪＳＳ尼宝 小学（4）24 28849

小川　叶登            ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）25 28849

藤田　雄成            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（3）26 28855

山本　理央            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）27 28855

和田　流一            ﾜﾀﾞ ﾙｲ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（3）28 28855

坂　　直紀            ﾊﾞﾝ ﾅｵｷ                 ＧＵＮＺＥ 高校（2）29 28867

河野　李空            ｶﾜﾉ ﾘｸ                  ＳＵＮ網干 小学（2）30 28872

肥塚　慶人            ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ               ＳＵＮ網干 小学（2）31 28872

香川　幸城            ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ                ＳＵＮ網干 小学（2）32 28872

間彦　慶亮            ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ                ＳＵＮ網干 小学（2）33 28872

歳内　王太            ｻｲｳﾁ ｵｳﾀ                イトマン三田 小学（6）34 28874

岡崎　佑莉            ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ               イトマン三田 小学（4）35 28874

谷口　正眞            ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾏ               ＮＳＩ豊岡 小学（2）36 28876

谷垣　雄都            ﾀﾆｶﾞｷ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ豊岡 小学（4）37 28876

中治　友佑            ﾅｶｼﾞ ﾕｳｽｹ               ＮＳＩ豊岡 小学（4）38 28876

灘　　幸翼            ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ                高砂ＦＣ 中学（1）39 28886

小川　勇人            ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                高砂ＦＣ 小学（4）40 28886

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（4）41 28886

林　　晃大            ﾊﾔｼ ｺｳﾀ                 高砂ＦＣ 小学（4）42 28886

岩本　桜空            ｲﾜﾓﾄ ｻｸ                 高砂ＦＣ 小学（3）43 28886

石本　琉偉            ｲｼﾓﾄ ﾙｲ                 Aqスポレスト 小学（4）44 28888

坂本　結哉            ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾔ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）45 28895

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（3）46 28931
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森本　昴樹            ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ                姫路工業高校 高校（2）1 28315

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               報徳学園高校 高校（2）2 28618

衣川　夢空            ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｳｱ               ＳＡ六甲道 小学（6）3 28837

河村　祐賢            ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾀｶ               ＪＳＳ川西 小学（4）4 28843

新谷　柊介            ｼﾝﾀﾆ ｼｭｳｽｹ              ＪＳＳ川西 小学（4）5 28843

長田　凰良            ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                ＧＵＮＺＥ 小学（6）6 28867

竹本　蒼志            ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ                Ａｑ新宮 小学（5）7 28913

北脇　基耀            ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                家島ＳＣ 中学（1）8 28924

白井　大翔            ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（3）9 28931
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八坂　康介            ﾔｻｶ ｺｳｽｹ                姫路工業高校 高校（1）1 28315

亀岡　　優            ｶﾒｵｶ ﾕｳ                 川西北陵高校 高校（2）2 28387

近久　歩夢            ﾁｶﾋｻ ｱﾕﾑ                報徳学園高校 高校（2）3 28618

細井　竜弥            ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ                 塚口ＳＳ 小学（2）4 28805

家氏　陽大            ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ              コナミ東加古 小学（2）5 28814

武田宗一郎            ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（5）6 28816

澤谷　歩汰            ｻﾜﾀﾆ ｱﾕﾀ                Ｓ・パティオ 小学（5）7 28816

中島　温人            ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ               Ｓ・パティオ 小学（4）8 28816

武田晋次郎            ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（4）9 28816

李　　柏宏            ﾘ ﾊｯｺｳ                  ＢＩＧ姫路 小学（4）10 28821

小川　幹太            ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ                ＢＩＧ姫路 小学（3）11 28821

有馬　岳翔            ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ                コナミ西宮 小学（2）12 28824

立石　　渉            ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 小学（5）13 28824

立花　葵人            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ               コナミ明石 小学（2）14 28825

福井漱一郎            ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＪＳＳ宝塚 小学（2）15 28829

吉田　悠人            ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）16 28829

河上　耀成            ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）17 28835

後藤　佑進            ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ               ＳＡ六甲道 中学（2）18 28837

木村　真足            ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                 ＪＳＳ川西 小学（4）19 28843

長谷川徠稀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ               西脇天神池 小学（3）20 28845

小川　叶登            ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）21 28849

足立　拓海            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）22 28855

小池　勇輝            ｺｲｹ ﾕｳｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）23 28855

古髙　輝希            ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）24 28867

沖中　拓正            ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ               ＳＵＮ網干 小学（1）25 28872

東藤　寛人            ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ網干 小学（3）26 28872

八十　　楓            ﾔｿ ｶｴﾃﾞ                 ＳＵＮ網干 小学（5）27 28872

西澤　陽翔            ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ               イトマン三田 小学（4）28 28874

稲葉　陽人            ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ                ＮＳＩ豊岡 小学（4）29 28876

阿部　伊吹            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                こうでら 小学（5）30 28883

吉田琥太朗            ﾖｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ               高砂ＦＣ 小学（5）31 28886

和泉　僚真            ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）32 28895

西川　　遼            ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ                神戸北町Vivo 小学（5）33 28914

栗浦　拓海            ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ                神戸北町Vivo 小学（6）34 28914
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藤井　亮多            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ               望海中学 中学（1）1 28041

八坂　康介            ﾔｻｶ ｺｳｽｹ                姫路工業高校 高校（1）2 28315

吉村　　巧            ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ                明石城西高校 高校（1）3 28396

溝尾　啓人            ﾐｿﾞｵ ｹｲﾄ                明石城西高校 高校（2）4 28396

寺師　暖人            ﾃﾗｼ ﾊﾙﾄ                 Ｓ・パティオ 中学（1）5 28816

森　　一輝            ﾓﾘ ｶｽﾞｷ                 Ｓ・パティオ 小学（6）6 28816

後藤　佑進            ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ               ＳＡ六甲道 中学（2）7 28837

西川　　遼            ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ                神戸北町Vivo 小学（5）8 28914
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藤井　泰希            ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ                望海中学 中学（2）1 28041

伊與田　創            ｲﾖﾀ ｲﾂｼ                 尼崎ＳＳ 中学（1）2 28808

中谷　勝海            ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳ                尼崎ＳＳ 小学（6）3 28808

上阪　　潤            ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ               コナミ東加古 小学（6）4 28814

森　　一輝            ﾓﾘ ｶｽﾞｷ                 Ｓ・パティオ 小学（6）5 28816

寺師　暖人            ﾃﾗｼ ﾊﾙﾄ                 Ｓ・パティオ 中学（1）6 28816

川崎　幹太            ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ                Ｓ・パティオ 小学（2）7 28816

村岡　悠夢            ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ                 Ｓ・パティオ 中学（1）8 28816

山内　映都            ﾔﾏｳﾁ ｴｲﾄ                コナミ西宮 小学（4）9 28824

永木　祐莉            ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ                コナミ明石 小学（5）10 28825

山本　唯勝            ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ              ＮＳＩ本山 小学（5）11 28828

山澤　空竜            ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ              ＮＳＩ本山 小学（5）12 28828

川端　泰寛            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）13 28829

小林　歓多            ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ               ＪＳＳ川西 小学（2）14 28843

小川　桃吾            ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ               西脇天神池 小学（5）15 28845

柴田　蓮心            ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                西脇天神池 小学（4）16 28845

寺田　　湊            ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 中学（1）17 28849

寺田　　隼            ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（5）18 28849

阿部　優翔            ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）19 28849

寺田　　翔            ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）20 28849

三路　秋人            ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）21 28855

村上　裕紀            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）22 28855

足立　拓海            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）23 28855

北田　佑磨            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）24 28855

中塚　剛輝            ﾅｶﾂｶ ｺﾞｳｷ               コナミ三田 小学（3）25 28860

古髙　輝希            ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）26 28867

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（6）27 28867

河野　李空            ｶﾜﾉ ﾘｸ                  ＳＵＮ網干 小学（2）28 28872

間彦　慶亮            ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ                ＳＵＮ網干 小学（2）29 28872

東藤　寛人            ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ               ＳＵＮ網干 小学（3）30 28872

香川　幸城            ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ                ＳＵＮ網干 小学（2）31 28872

香川　大護            ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ              ＳＵＮ網干 小学（4）32 28872

沖中　拓正            ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ               ＳＵＮ網干 小学（1）33 28872

中治　友佑            ﾅｶｼﾞ ﾕｳｽｹ               ＮＳＩ豊岡 小学（4）34 28876

阿部　伊吹            ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                こうでら 小学（5）35 28883

水谷　悠聖            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ              こうでら 小学（5）36 28883

舌間　啓人            ｼﾀﾏ ｹｲﾄ                 マック加古川 小学（6）37 28887

髙山　朝陽            ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ                マック加古川 小学（5）38 28887

田村　悠葵            ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ                 マック加古川 小学（4）39 28887

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（6）40 28903

加藤　　信            ｶﾄｳ ｼﾝ                  Ａｑ相生 中学（2）41 28904

竹本　昂生            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ                Ａｑ新宮 小学（3）42 28913
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市川　紗雪            ｲﾁｶﾜ ｻﾕｷ                仁川学院中学 中学（1）1 28208

木阪　璃子            ｷｻｶ ﾘｺ                  明石城西高校 高校（1）2 28396

中安穂乃佳            ﾅｶﾔｽ ﾎﾉｶ                須磨翔風高校 高校（1）3 28509

榊原陽奈子            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅｺ              仁川学院高校 高校（1）4 28623

濱﨑　　蘭            ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ                塚口ＳＳ 小学（1）5 28805

西田　結愛            ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｱ                塚口ＳＳ 小学（2）6 28805

上村　夏帆            ｳｴﾑﾗ ｶﾎ                 塚口ＳＳ 小学（2）7 28805

荒本　佑愛            ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                 塚口ＳＳ 小学（3）8 28805

東南　弥空            ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ                塚口ＳＳ 小学（3）9 28805

木村　英菜            ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（3）10 28805

玉村　沙月            ﾀﾏﾑﾗ ｻﾂｷ                塚口ＳＳ 小学（5）11 28805

辰己　爽和            ﾀﾂﾐ ｻﾜ                  塚口ＳＳ 小学（5）12 28805

南　　明里            ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ                 塚口ＳＳ 小学（5）13 28805

中島　菜月            ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ               尼崎ＳＳ 小学（6）14 28808

大西　ゆあ            ｵｵﾆｼ ﾕｱ                 尼崎ＳＳ 小学（5）15 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（3）16 28808

瀬良　史桜            ｾﾗ ｼｵﾝ                  尼崎ＳＳ 高校（1）17 28808

上阪　　唯            ｳｴｻｶ ﾕｲ                 コナミ東加古 小学（1）18 28814

柴本　桃花            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ               コナミ東加古 小学（5）19 28814

河本　莉桜            ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ                 コナミ東加古 小学（2）20 28814

齊藤　万也            ｻｲﾄｳ ﾏﾔ                 コナミ東加古 小学（4）21 28814

浦川　夏歩            ｳﾗｶﾜ ｶﾎ                 Ｓ・パティオ 小学（4）22 28816

林　　翼咲            ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ                Ｓ・パティオ 小学（4）23 28816

田中　咲楽            ﾀﾅｶ ｻｸﾗ                 Ｓ・パティオ 小学（4）24 28816

中井　香菜            ﾅｶｲ ｶﾅ                  Ｓ・パティオ 小学（3）25 28816

森　　花穂            ﾓﾘ ｶﾎ                   Ｓ・パティオ 小学（3）26 28816

黒田　実佑            ｸﾛﾀﾞ ﾐﾕ                 Ｓ・パティオ 小学（4）27 28816

勝　　悠涼            ｶﾂ ﾕｳﾘ                  Ｓ・パティオ 小学（4）28 28816

吉浦　由梨            ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）29 28821

山持　朱音            ﾔﾏｼﾞ ｱｶﾈ                ＢＩＧ姫路 小学（5）30 28821

柴田ひまり            ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（5）31 28821

小川　　歩            ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ                ＢＩＧ姫路 小学（5）32 28821

中田　結菜            ﾅｶﾀ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）33 28824

林　　紗央            ﾊﾔｼ ｻｵ                  コナミ西宮 小学（2）34 28824

梅崎　　杏            ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ                コナミ西宮 小学（2）35 28824

井上菜々香            ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 小学（2）36 28824

南口　百花            ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ              コナミ西宮 小学（2）37 28824

勝部　真希            ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ                 コナミ西宮 小学（4）38 28824

市川　沙和            ｲﾁｶﾜ ｻﾔ                 ＮＳＩ本山 小学（5）39 28828

西口　　和            ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ              ＮＳＩ本山 小学（3）40 28828

濱田　彩愛            ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（1）41 28829

佐藤　千穂            ｻﾄｳ ﾁﾎ                  ＪＳＳ宝塚 小学（2）42 28829

溝口　穂華            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）43 28829

森田　結香            ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）44 28829

上田　佳穂            ｳｴﾀﾞ ｶﾎ                 ＳＡ六甲道 小学（1）45 28837

福永　愛花            ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ               ＳＡ六甲道 小学（5）46 28837

永野　華菜            ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ                 ＪＳＳ川西 小学（1）47 28843

黒﨑　海里            ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                ＪＳＳ川西 小学（2）48 28843

玉村　麗花            ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ                ＪＳＳ川西 幼児49 28843
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鈴木　心彩            ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                ＪＳＳ川西 小学（5）50 28843

水谷　仁美            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾄﾐ               ＪＳＳ川西 小学（3）51 28843

八田みのん            ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                 ＪＳＳ川西 小学（2）52 28843

石原くるみ            ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ                ＪＳＳ川西 小学（4）53 28843

細田ひより            ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）54 28843

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（3）55 28843

石山　紗愛            ｲｼﾔﾏ ｻｴ                 ＪＳＳ川西 小学（5）56 28843

神澤　晴香            ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ               西脇天神池 小学（4）57 28845

久島　莉凰            ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）58 28849

朝原希乃花            ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）59 28849

阪上　永恋            ｻｶｳｴ ｴﾚﾝ                伊丹有岡ＳＳ 小学（6）60 28855

井手口愛依            ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（5）61 28855

上田　奈々            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）62 28855

大西　彩生            ｵｵﾆｼ ｻｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）63 28855

宮下　愛佳            ﾐﾔｼﾀ ｱｲｶ                コナミ三田 小学（2）64 28860

米田　花音            ﾖﾈﾀﾞ ｶﾉﾝ                コナミ三田 小学（4）65 28860

山口　結愛            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ               ＪＳＳ大久保 小学（5）66 28869

藤原　可奈            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ                ＪＳＳ大久保 小学（5）67 28869

佐藤　美衣            ｻﾄｳ ﾐｲ                  ＳＵＮ網干 小学（3）68 28872

平山　麻子            ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺ                 ＳＵＮ網干 小学（5）69 28872

可藤　梨乃            ｶﾄｳ ﾘﾉ                  ＳＵＮ網干 小学（5）70 28872

田上　　奏            ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ               ＳＵＮ網干 小学（3）71 28872

山室　　有            ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ                 ＳＵＮ網干 小学（3）72 28872

浅見　愛夏            ｱｻﾐ ｱｲｶ                 ＳＵＮ網干 小学（3）73 28872

有井　瑞稀            ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ                イトマン三田 小学（4）74 28874

飯田　佳蓮            ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ                イトマン三田 小学（4）75 28874

高橋　心菜            ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（6）76 28874

深澤　彩葉            ﾌｶｻﾞﾜ ｲﾛﾊ               イトマン三田 小学（4）77 28874

小松原綾花            ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ              イトマン三田 小学（4）78 28874

森脇咲弥奈            ﾓﾘﾜｷ ｻﾔﾅ                ＮＳＩ豊岡 中学（1）79 28876

寺田　彩乃            ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ                ＮＳＩ豊岡 小学（3）80 28876

橋本　琉生            ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ                 ＮＳＩ豊岡 小学（5）81 28876

池田　莉菜            ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ                 マック武庫川 小学（4）82 28881

沼田　清花            ﾇﾏﾀ ｷﾖｶ                 マック武庫川 小学（3）83 28881

大村　優菜            ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ                マック武庫川 小学（6）84 28881

吉田　小捺            ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ                高砂ＦＣ 小学（3）85 28886

内田　紗羅            ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ                 高砂ＦＣ 小学（4）86 28886

富永　奈和            ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅ                高砂ＦＣ 小学（6）87 28886

林　穂乃花            ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                 高砂ＦＣ 小学（6）88 28886

小川　奈々            ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                 高砂ＦＣ 小学（6）89 28886

田中　沙帆            ﾀﾅｶ ｻﾎ                  高砂ＦＣ 小学（5）90 28886

菊口　聖苗            ｷｸｸﾞﾁ ﾋﾅ                高砂ＦＣ 小学（5）91 28886

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（4）92 28886

中島　凛音            ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ                高砂ＦＣ 小学（3）93 28886

船曵　寧々            ﾌﾅﾋﾞｷ ﾈﾈ                高砂ＦＣ 小学（3）94 28886

三村ひより            ﾐﾑﾗ ﾋﾖﾘ                 高砂ＦＣ 小学（2）95 28886

石倉　百望            ｲｼｸﾗ ﾓﾓ                 マック加古川 小学（2）96 28887

大山　陽愛            ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ                 マック加古川 小学（3）97 28887

永野　　空            ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ                 Aqスポレスト 小学（4）98 28888
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永田　　蒼            ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ                Aqスポレスト 小学（3）99 28888

志井　宙寧            ｼｲ ｿﾗﾈ                  Aqスポレスト 小学（2）100 28888

木山　絢香            ｷﾔﾏ ｱﾔｶ                 Aqスポレスト 中学（2）101 28888

木山　琴美            ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ                 Aqスポレスト 高校（3）102 28888

江口　　舞            ｴｸﾞﾁ ﾏｲ                 Aqスポレスト 小学（5）103 28888

河島菜々子            ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）104 28895

横山　晴奏            ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ                Ａｑ相生 小学（6）105 28904

内海真菜美            ｳﾂﾐ ﾏﾅﾐ                 Ａｑ相生 小学（6）106 28904

常岡　結葉            ﾂﾈｵｶ ﾕｲﾊ                ＮＳＩ青垣 中学（1）107 28905

細見湖々羽            ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                 ＮＳＩ青垣 小学（4）108 28905

髙井　玲実            ﾀｶｲ ﾚﾐ                  Ａｑ新宮 小学（4）109 28913

中村　沙紀            ﾅｶﾑﾗ ｻｷ                 神戸北町Vivo 小学（5）110 28914

下山　恵依            ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ                 神戸北町Vivo 小学（5）111 28914

田井　千晴            ﾀｲ ﾁﾊﾙ                  家島ＳＣ 中学（1）112 28924

山本　明依            ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）113 28931

西本陽代里            ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（4）114 28931

北島　瑞希            ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ              Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）115 28931

寺園　玲咲            ﾃﾗｿﾞﾉ ﾚｲｻ               Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）116 28931
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立石莉以奈            ﾀﾃｲｼ ﾚｲﾅ                洲本高校 高校（2）1 28311

東　　千裕            ｱｽﾞﾏ ﾁﾋﾛ                洲本高校 高校（2）2 28311

中安穂乃佳            ﾅｶﾔｽ ﾎﾉｶ                須磨翔風高校 高校（1）3 28509

榊原陽奈子            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅｺ              仁川学院高校 高校（1）4 28623

瀬良　史桜            ｾﾗ ｼｵﾝ                  尼崎ＳＳ 高校（1）5 28808

大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（5）6 28808

石川　芽依            ｲｼｶﾜ ﾒｲ                 ＳＡ六甲道 中学（2）7 28837

福永　愛花            ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ               ＳＡ六甲道 小学（5）8 28837

永野　華菜            ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ                 ＪＳＳ川西 小学（1）9 28843

花畑　安那            ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ               ＪＳＳ川西 中学（2）10 28843

水谷　仁美            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾄﾐ               ＪＳＳ川西 小学（3）11 28843

三浦　美月            ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）12 28849

福重　百華            ﾌｸｼｹﾞ ﾓﾓｶ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）13 28855

藤原　可奈            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ                ＪＳＳ大久保 小学（5）14 28869

山口　結愛            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ               ＪＳＳ大久保 小学（5）15 28869

可藤　梨乃            ｶﾄｳ ﾘﾉ                  ＳＵＮ網干 小学（5）16 28872

高橋　心菜            ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（6）17 28874

森脇咲弥奈            ﾓﾘﾜｷ ｻﾔﾅ                ＮＳＩ豊岡 中学（1）18 28876

池田　莉菜            ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ                 マック武庫川 小学（4）19 28881

冨田　彩花            ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ                 マック武庫川 小学（4）20 28881

岡本　梨沙            ｵｶﾓﾄ ﾘｻ                 マック武庫川 小学（3）21 28881

中村　千穂            ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ                 マック武庫川 小学（6）22 28881

大村　優菜            ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ                マック武庫川 小学（6）23 28881

木山　琴美            ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ                 Aqスポレスト 高校（3）24 28888

江口　　舞            ｴｸﾞﾁ ﾏｲ                 Aqスポレスト 小学（5）25 28888

横山　晴奏            ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ                Ａｑ相生 小学（6）26 28904

常岡　結葉            ﾂﾈｵｶ ﾕｲﾊ                ＮＳＩ青垣 中学（1）27 28905

中筋もみじ            ﾅｶｽｼﾞ ﾓﾐｼﾞ              Ａｑ新宮 小学（5）28 28913

内海穂乃花            ｳﾂﾐ ﾎﾉｶ                 Ａｑ新宮 小学（6）29 28913

髙井　玲実            ﾀｶｲ ﾚﾐ                  Ａｑ新宮 小学（4）30 28913

玉越　路琉            ﾀﾏｺｼ ﾐﾁﾙ                Ａｑ新宮 小学（6）31 28913

濱野　明彩            ﾊﾏﾉ ｱｲ                  神戸北町Vivo 中学（2）32 28914

田井　千晴            ﾀｲ ﾁﾊﾙ                  家島ＳＣ 中学（1）33 28924

北島　瑞希            ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ              Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（6）34 28931

山本　明依            ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）35 28931

西本陽代里            ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                Ｂ＆Ｇ猪名川 小学（4）36 28931
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東南　弥空            ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ                塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

伊藤　杏奈            ｲﾄｳ ｱﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

玉村　沙月            ﾀﾏﾑﾗ ｻﾂｷ                塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

大西　ゆあ            ｵｵﾆｼ ﾕｱ                 尼崎ＳＳ 小学（5）4 28808

齊藤　万也            ｻｲﾄｳ ﾏﾔ                 コナミ東加古 小学（4）5 28814

田中　咲楽            ﾀﾅｶ ｻｸﾗ                 Ｓ・パティオ 小学（4）6 28816

吉浦　由梨            ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（2）7 28821

山持　朱音            ﾔﾏｼﾞ ｱｶﾈ                ＢＩＧ姫路 小学（5）8 28821

柴田ひまり            ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（5）9 28821

上田　佳穂            ｳｴﾀﾞ ｶﾎ                 ＳＡ六甲道 小学（1）10 28837

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（3）11 28843

石原くるみ            ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ                ＪＳＳ川西 小学（4）12 28843

辻　　永夏            ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ川西 小学（3）13 28843

鈴木　心彩            ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                ＪＳＳ川西 小学（5）14 28843

石原　桜空            ｲｼﾊﾗ ｻﾗ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）15 28855

宮下　愛佳            ﾐﾔｼﾀ ｱｲｶ                コナミ三田 小学（2）16 28860

島津　寧彩            ｼﾏﾂﾞ ﾈｲﾛ                ＳＵＮ網干 小学（2）17 28872

橘　　彩香            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ               ＳＵＮ網干 小学（3）18 28872

平山　麻子            ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺ                 ＳＵＮ網干 小学（5）19 28872

深澤　彩葉            ﾌｶｻﾞﾜ ｲﾛﾊ               イトマン三田 小学（4）20 28874

寺田　彩乃            ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ                ＮＳＩ豊岡 小学（3）21 28876

橋本　琉生            ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ                 ＮＳＩ豊岡 小学（5）22 28876

岡本　梨沙            ｵｶﾓﾄ ﾘｻ                 マック武庫川 小学（3）23 28881

中村　千穂            ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ                 マック武庫川 小学（6）24 28881

林　穂乃花            ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                 高砂ＦＣ 小学（6）25 28886

中島　凛音            ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ                高砂ＦＣ 小学（3）26 28886

富永　奈和            ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅ                高砂ＦＣ 小学（6）27 28886

大山　陽愛            ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ                 マック加古川 小学（3）28 28887

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（2）29 28888

細見湖々羽            ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                 ＮＳＩ青垣 小学（4）30 28905

内海穂乃花            ｳﾂﾐ ﾎﾉｶ                 Ａｑ新宮 小学（6）31 28913

中筋もみじ            ﾅｶｽｼﾞ ﾓﾐｼﾞ              Ａｑ新宮 小学（5）32 28913

三宅　那実            ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                 神戸北町Vivo 小学（5）33 28914
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伊藤　杏奈            ｲﾄｳ ｱﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（5）1 28805

有吉　柚花            ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ               市川洗心館 小学（5）2 28806

石山　紗愛            ｲｼﾔﾏ ｻｴ                 ＪＳＳ川西 小学（5）3 28843

辻　　永夏            ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ川西 小学（3）4 28843

石原　桜空            ｲｼﾊﾗ ｻﾗ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）5 28855

池田　乃愛            ｲｹﾀﾞ ﾉｱ                 高砂ＦＣ 中学（1）6 28886

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（2）7 28888

前田　希歩            ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 中学（1）8 28913

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（5）9 28914

中村　沙紀            ﾅｶﾑﾗ ｻｷ                 神戸北町Vivo 小学（5）10 28914
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上村　夏帆            ｳｴﾑﾗ ｶﾎ                 塚口ＳＳ 小学（2）1 28805

南　　明里            ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ                 塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

河本　莉桜            ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ                 コナミ東加古 小学（2）3 28814

加藤　彩理            ｶﾄｳ ｲｵﾘ                 Ｓ・パティオ 小学（3）4 28816

佐藤　千穂            ｻﾄｳ ﾁﾎ                  ＪＳＳ宝塚 小学（2）5 28829

溝口　穂華            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）6 28829

森田　結香            ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）7 28829

北田　陽愛            ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）8 28829

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（6）9 28837

加賀田羽海            ｶｶﾞﾀ ｳﾐ                 ＳＡ六甲道 小学（5）10 28837

神澤　晴香            ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ               西脇天神池 小学（4）11 28845

久島　莉凰            ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）12 28849

田中ゆめか            ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（2）13 28855

上田　愛奈            ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ                伊丹有岡ＳＳ 小学（2）14 28855

松下ひまり            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）15 28855

山室　　有            ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ                 ＳＵＮ網干 小学（3）16 28872

有井　瑞稀            ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ                イトマン三田 小学（4）17 28874

三村ひより            ﾐﾑﾗ ﾋﾖﾘ                 高砂ＦＣ 小学（2）18 28886

大谷　夏美            ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                高砂ＦＣ 中学（1）19 28886

田中　沙帆            ﾀﾅｶ ｻﾎ                  高砂ＦＣ 小学（5）20 28886

吉田　小捺            ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ                高砂ＦＣ 小学（3）21 28886

石倉　百望            ｲｼｸﾗ ﾓﾓ                 マック加古川 小学（2）22 28887

永野　　空            ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ                 Aqスポレスト 小学（4）23 28888

中川　彩愛            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ               神戸北町Vivo 小学（5）24 28914

関谷　心美            ｾｷﾀﾆ ｺｺﾐ                家島ＳＣ 小学（5）25 28924

上田　夏愛            ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                家島ＳＣ 小学（5）26 28924
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橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）1 28843

細田ひより            ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）2 28843

朝原希乃花            ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ                ＪＳＳ尼宝 小学（3）3 28849

大谷　夏美            ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                高砂ＦＣ 中学（1）4 28886

早川　柚葉            ﾊﾔｶﾜ ﾕｽﾞﾊ               マック加古川 中学（1）5 28887

濱野　明彩            ﾊﾏﾉ ｱｲ                  神戸北町Vivo 中学（2）6 28914

中川　彩愛            ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ               神戸北町Vivo 小学（5）7 28914
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荒本　佑愛            ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                 塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

木村　英菜            ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

辰己　爽和            ﾀﾂﾐ ｻﾜ                  塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

中島　菜月            ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ               尼崎ＳＳ 小学（6）4 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（3）5 28808

浦川　夏歩            ｳﾗｶﾜ ｶﾎ                 Ｓ・パティオ 小学（4）6 28816

黒田　実佑            ｸﾛﾀﾞ ﾐﾕ                 Ｓ・パティオ 小学（4）7 28816

勝　　悠涼            ｶﾂ ﾕｳﾘ                  Ｓ・パティオ 小学（4）8 28816

加藤　彩理            ｶﾄｳ ｲｵﾘ                 Ｓ・パティオ 小学（3）9 28816

中井　香菜            ﾅｶｲ ｶﾅ                  Ｓ・パティオ 小学（3）10 28816

小川　　歩            ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ                ＢＩＧ姫路 小学（5）11 28821

林　　紗央            ﾊﾔｼ ｻｵ                  コナミ西宮 小学（2）12 28824

西口　　和            ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ              ＮＳＩ本山 小学（3）13 28828

黒﨑　海里            ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                ＪＳＳ川西 小学（2）14 28843

三浦　美月            ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）15 28849

大西　彩生            ｵｵﾆｼ ｻｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）16 28855

飯田　佳蓮            ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ                イトマン三田 小学（4）17 28874

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                こうでら 小学（4）18 28883

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（4）19 28886

小川　奈々            ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                 高砂ＦＣ 小学（6）20 28886

池田　乃愛            ｲｹﾀﾞ ﾉｱ                 高砂ＦＣ 中学（1）21 28886

永田　　蒼            ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ                Aqスポレスト 小学（3）22 28888

玉越　路琉            ﾀﾏｺｼ ﾐﾁﾙ                Ａｑ新宮 小学（6）23 28913

下山　恵依            ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ                 神戸北町Vivo 小学（5）24 28914

重見　彩葉            ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ                神戸北町Vivo 小学（4）25 28914

三宅　那実            ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                 神戸北町Vivo 小学（5）26 28914
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田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（6）1 28867

重見　彩葉            ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ                神戸北町Vivo 小学（4）2 28914

22/23 ページ2020年10月15日 1:55:52



女子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

2020年度兵庫県秋季公式記録会

有吉　柚花            ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ               市川洗心館 小学（5）1 28806

大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（5）2 28808

柴本　桃花            ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ               コナミ東加古 小学（5）3 28814

森　　花穂            ﾓﾘ ｶﾎ                   Ｓ・パティオ 小学（3）4 28816

林　　翼咲            ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ                Ｓ・パティオ 小学（4）5 28816

中田　結菜            ﾅｶﾀ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）6 28824

市川　沙和            ｲﾁｶﾜ ｻﾔ                 ＮＳＩ本山 小学（5）7 28828

北田　陽愛            ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）8 28829

石川　芽依            ｲｼｶﾜ ﾒｲ                 ＳＡ六甲道 中学（2）9 28837

井川ユキノ            ｲｶﾜ ﾕｷﾉ                 ＳＡ六甲道 小学（6）10 28837

加賀田羽海            ｶｶﾞﾀ ｳﾐ                 ＳＡ六甲道 小学（5）11 28837

橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）12 28843

八田みのん            ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                 ＪＳＳ川西 小学（2）13 28843

花畑　安那            ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ               ＪＳＳ川西 中学（2）14 28843

井手口愛依            ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（5）15 28855

松下ひまり            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）16 28855

上田　奈々            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）17 28855

阪上　永恋            ｻｶｳｴ ｴﾚﾝ                伊丹有岡ＳＳ 小学（6）18 28855

福重　百華            ﾌｸｼｹﾞ ﾓﾓｶ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）19 28855

米田　花音            ﾖﾈﾀﾞ ｶﾉﾝ                コナミ三田 小学（4）20 28860

田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（6）21 28867

佐藤　美衣            ｻﾄｳ ﾐｲ                  ＳＵＮ網干 小学（3）22 28872

浅見　愛夏            ｱｻﾐ ｱｲｶ                 ＳＵＮ網干 小学（3）23 28872

田上　　奏            ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ               ＳＵＮ網干 小学（3）24 28872

橘　　彩香            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ               ＳＵＮ網干 小学（3）25 28872

冨田　彩花            ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ                 マック武庫川 小学（4）26 28881

髙内ひまり            ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                こうでら 小学（5）27 28883

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                こうでら 小学（4）28 28883

早川　柚葉            ﾊﾔｶﾜ ﾕｽﾞﾊ               マック加古川 中学（1）29 28887

木山　絢香            ｷﾔﾏ ｱﾔｶ                 Aqスポレスト 中学（2）30 28888

河島菜々子            ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）31 28895

前田　希歩            ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 中学（1）32 28913

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（5）33 28914

上田　夏愛            ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                家島ＳＣ 小学（5）34 28924
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