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森本　裕之            ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾕｷ               明石清水高校 高校（2）1 28385

浜田　優一            ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ               明石清水高校 高校（3）2 28385

坂下　開渡            ｻｶｼﾀ ｶｲﾄ                須磨翔風高校 高校（2）3 28509

奥田　　薫            ｵｸﾀﾞ ｶｵﾙ                報徳学園高校 高校（1）4 28618

松岡　賢史            ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ                報徳学園高校 高校（1）5 28618

近久　歩夢            ﾁｶﾋｻ ｱﾕﾑ                報徳学園高校 高校（2）6 28618

増井　駿介            ﾏｽｲ ｼｭﾝｽｹ               報徳学園高校 高校（2）7 28618

山本　幸輝            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ                報徳学園高校 高校（2）8 28618

朝山　晃誠            ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ               報徳学園高校 高校（2）9 28618

山田　航平            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ               雲雀丘学園高 高校（2）10 28631

益満　友規            ﾏｽﾐﾂ ﾄﾓｷ                雲雀丘学園高 高校（2）11 28631

下仲　祥太            ｼﾓﾅｶ ｼｮｳﾀ               イトマン川西 小学（5）12 28801

谷口　遥希            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               塚口ＳＳ 小学（5）13 28805

小林　勇登            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）14 28805

増田　泰千            ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ                塚口ＳＳ 小学（3）15 28805

高橋　　輝            ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ                市川洗心館 中学（1）16 28806

細田　陽彦            ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ               尼崎ＳＳ 中学（3）17 28808

山口　颯太            ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ               ＪＳＳ三木 小学（2）18 28810

進藤　雅音            ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ               ＪＳＳ三木 中学（3）19 28810

木下　莱翔 ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ                ＪＳＳ三木 小学（6）20 28810

習田奏一郎            ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ             ＪＳＳ三木 小学（6）21 28810

桑原　　諒            ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳ                ＪＳＳ三木 小学（4）22 28810

重本　凛道            ｼｹﾞﾓﾄ ﾘﾝﾄﾞｳ             ＪＳＳ三木 小学（3）23 28810

齋藤　　陸            ｻｲﾄｳ ﾘｸ                 ＮＳＩ清和台 高校（1）24 28812

大谷　晃心            ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ               ＮＳＩ清和台 中学（2）25 28812

飯田　健太            ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀ                ＴＸ甲南山手 中学（1）26 28813

安川　尚吾            ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ              コナミ東加古 小学（2）27 28814

大内　昊河            ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ               コナミ東加古 小学（3）28 28814

力石　琉聖            ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ              イトマン神戸 小学（2）29 28815

尾﨑　勇飛            ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ                イトマン神戸 小学（4）30 28815

久内　貞治            ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ             イトマン神戸 小学（2）31 28815

濱口　雄飛            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ               イトマン神戸 小学（3）32 28815

鳥塚瑛太郎            ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ              イトマン神戸 小学（5）33 28815

村岡　悠夢            ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ                 Ｓ・パティオ 中学（1）34 28816

長谷川　漣            ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ                Ｓ・パティオ 中学（1）35 28816

俣野健太朗            ﾏﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ               ＮＳＩ西紀 小学（4）36 28817

吉良　龍人            ｷﾗ ﾘｭｳﾄ                 ＮＳＩ西紀 小学（4）37 28817

金田　　碧            ｶﾈﾀﾞ ｱｵ                 イトマン西宮 小学（5）38 28820

鈴木　梗乎            ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ                イトマン西宮 小学（5）39 28820

三田　啓介            ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ               ＢＩＧ姫路 中学（1）40 28821

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 中学（1）41 28821

柴田　悠翔            ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ                ＢＩＧ姫路 小学（4）42 28821

濵﨑　斗豪            ﾊﾏｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ              ＢＩＧ姫路 小学（4）43 28821

立石　　渉            ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ                コナミ西宮 小学（5）44 28824

森本　　陽            ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ                 コナミ西宮 小学（3）45 28824

高瀬　功基            ﾀｶｾ ｺｳｷ                 コナミ西宮 小学（4）46 28824

杉本　朋哉            ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ               コナミ西宮 小学（4）47 28824

前川　晃毅            ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ                コナミ明石 小学（6）48 28825

小西　悠太            ｺﾆｼ ﾕｳﾀ                 コナミ明石 小学（6）49 28825
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森光　海吏            ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                ＮＳＩパール 小学（4）50 28826

原田　波琉            ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                 ＮＳＩパール 小学（3）51 28826

久保　宏騎            ｸﾎﾞ ｺｳｷ                 ＮＳＩパール 中学（1）52 28826

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（3）53 28828

中江　隆介            ﾅｶｴ ﾘｭｳｽｹ               ＮＳＩ本山 小学（4）54 28828

石金　正大            ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ             ＮＳＩ本山 小学（5）55 28828

西川　楓人            ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）56 28829

光田　　聡            ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）57 28829

藤本　悠人            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）58 28829

吉田　悠人            ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）59 28829

八木　裕斗            ﾔｷﾞ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）60 28829

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）61 28829

渋谷　海詞            ｼﾌﾞﾀﾆ ｶｲｼ               ＫＴＶ垂水 小学（3）62 28831

松谷　一翔            ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ                ＫＴＶ垂水 中学（1）63 28831

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（5）64 28831

徳　勇次郎            ﾄｸ ﾕｳｼﾞﾛｳ               ＫＴＶ垂水 中学（2）65 28831

冨士田大佑            ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ              ＮＳＩ御影 小学（6）66 28833

大畠　　渉            ｵｵﾊﾀ ﾜﾀﾙ                ＮＳＩ御影 小学（5）67 28833

古川　　将            ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ                ＮＳＩ御影 小学（5）68 28833

森　　夕陽            ﾓﾘ ﾕｳﾋ                  ＮＳＩ御影 小学（3）69 28833

田中　裕大            ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）70 28835

久下禮次郎            ｸｹﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）71 28835

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）72 28835

曽我　陽虎            ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）73 28835

小川　瑞貴            ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）74 28835

大橋　陵牙            ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）75 28835

有野　耀一            ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）76 28835

安田　雄飛            ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）77 28835

塩井　琥大            ｼｵｲ ｺﾀ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）78 28835

河上　耀成            ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）79 28835

藤原　将人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）80 28835

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 中学（2）81 28838

井垣　拓留            ｲｶﾞｷ ﾀｸﾙ                姫路ＳＳ 中学（2）82 28838

川上　輝人            ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                姫路ＳＳ 小学（5）83 28838

寺田　颯和            ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾜ                姫路ＳＳ 小学（4）84 28838

田靡　敬介            ﾀﾅﾋﾞｷ ｹｲｽｹ              姫路ＳＳ 中学（2）85 28838

相生　昊諒            ｱｲｵｲ ｺｳｽｹ               姫路ＳＳ 小学（4）86 28838

木村聡一郎            ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＮＳＩ 小学（3）87 28840

岡原　和輝            ｵｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ               ＮＳＩ 小学（4）88 28840

三木　悠生            ﾐｷ ﾕｳｾｲ                 ＮＳＩ 小学（4）89 28840

東後　　仁            ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ                ＮＳＩ 中学（1）90 28840

山下　凌生            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ              ＮＳＩ 中学（2）91 28840

小西陽太朗            ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ               ＮＳＩ 中学（2）92 28840

山田　直士            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                ＪＳＳ川西 小学（4）93 28843

長谷川敦己            ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ               ＪＳＳ川西 中学（2）94 28843

新谷　祐希            ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ                ＪＳＳ川西 中学（2）95 28843

長谷川徠稀            ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ               西脇天神池 小学（3）96 28845

鎌田　　輝            ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学（6）97 28847

木村　多聞            ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）98 28847
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蛭子　瑛人            ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ                ＳＵＮ姫路 小学（4）99 28848

和田　周我            ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ               ＳＵＮ姫路 小学（6）100 28848

小川　叶登            ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）101 28849

足立　拓海            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）102 28855

北田　佑磨            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）103 28855

三路　秋人            ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）104 28855

小池　勇輝            ｺｲｹ ﾕｳｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）105 28855

寺内　駿介            ﾃﾗｳﾁ ｼｭﾝｽｹ              伊丹有岡ＳＳ 中学（1）106 28855

梅田　大陸            ｳﾒﾀﾞ ﾘｸ                 ＮＳＩ神鉄 小学（6）107 28857

塩尻　隼也            ｼｵｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ             ＮＳＩ神鉄 中学（2）108 28857

鶴田　亮介            ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ               コナミ三田 小学（5）109 28860

水谷　真大            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ               コナミ三田 小学（3）110 28860

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 小学（6）111 28860

濱井　奏人            ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ                 コナミ三田 小学（2）112 28860

山本　侑茉            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 中学（1）113 28865

中川　晃仁            ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ              尼崎市スポ振 小学（3）114 28865

野口稜太郎            ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ             尼崎市スポ振 中学（2）115 28865

藤田　章真            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ               尼崎市スポ振 小学（4）116 28865

野口隆之介            ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ             尼崎市スポ振 小学（6）117 28865

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（6）118 28865

葭原　一輝            ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ               尼崎市スポ振 小学（6）119 28865

高見　和志            ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ                ＳＵＮ加西 小学（3）120 28866

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               ＧＵＮＺＥ 小学（5）121 28867

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（6）122 28867

金城　諒芽            ｶﾈｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ              ＪＳＳ大久保 小学（2）123 28869

森　　優仁            ﾓﾘ ﾕｳﾄ                  ＪＳＳ大久保 小学（5）124 28869

藤原　秀斗            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ              ＪＳＳ大久保 中学（1）125 28869

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＪＳＳ大久保 中学（1）126 28869

杉本　和輝            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ              ＪＳＳ大久保 中学（1）127 28869

久保　怜夢            ｸﾎﾞ ﾚｲﾑ                 ＪＳＳ大久保 高校（1）128 28869

寺嶋　亮翔            ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷﾄ               ＪＳＳ大久保 小学（4）129 28869

上川　貴久            ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ               ＳＵＮ網干 小学（4）130 28872

横山奏太朗            ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）131 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（6）132 28872

森川　宗平            ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ               ＳＵＮ網干 小学（6）133 28872

三浦亜翔夢            ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ                 ＳＵＮ網干 小学（3）134 28872

牧　　康平            ﾏｷ ｺｳﾍｲ                 イトマン三田 小学（4）135 28874

西澤　陽翔            ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ               イトマン三田 小学（4）136 28874

来住　柚紀            ｷｼ ﾕｽﾞｷ                 イトマン三田 小学（3）137 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（2）138 28874

喜田　藍琉            ｷﾀﾞ ｱｲﾙ                 ＪＳＳ姫路 小学（5）139 28875

冨岡　大樹            ﾄﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ               ＪＳＳ姫路 中学（1）140 28875

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               ＪＳＳ姫路 高校（2）141 28875

磯部　剛汰            ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳﾀ               イトマン西神 小学（3）142 28880

髙原　一樹            ﾀｶﾊﾗ ｲﾂｷ                イトマン西神 小学（4）143 28880

名生　陸人            ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ             イトマン西神 小学（2）144 28880

玉田　竜翔            ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ               イトマン西神 小学（2）145 28880

田中　琉生            ﾀﾅｶ ﾙｲ                  マック武庫川 中学（1）146 28881

井筒　友貴            ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ                マック武庫川 小学（5）147 28881
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伊豆　啓吾            ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ                マック武庫川 小学（3）148 28881

中島　琉矢            ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ                 マック武庫川 小学（6）149 28881

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（6）150 28883

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（4）151 28886

中村青太郎            ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ              マック加古川 小学（3）152 28887

早川　一穂            ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ               マック加古川 小学（4）153 28887

中野仁太郎            ﾅｶﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ              Aqスポレスト 小学（4）154 28888

杉谷　大和            ｽｷﾞﾀﾆ ﾔﾏﾄ               ＮＳＩ津名 小学（4）155 28892

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）156 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）157 28895

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 中学（2）158 28898

岩本　朱鳥            ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ                佐用ＳＳ 小学（5）159 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 中学（1）160 28898

山田　蒼空            ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）161 28899

火縄　祝音            ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）162 28899

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 中学（1）163 28903

堀本　健生            ﾎﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ                Ａｑ相生 小学（5）164 28904

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（6）165 28914

前田　　湊            ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ                神戸北町Vivo 小学（3）166 28914

池田　大志            ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ                神戸北町Vivo 小学（3）167 28914

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 洲本ＳＰ 小学（3）168 28916

小村　陽風            ｺﾑﾗ ﾊﾙｶｾﾞ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（3）169 28923

泥　誠志郎            ﾄﾞﾛ ｾｲｼﾛｳ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）170 28923

吉田　開作            ﾖｼﾀﾞ ｶｲｻｸ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）171 28923

桂　　壮佑            ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ                家島ＳＣ 小学（6）172 28924

下野　真輝            ｼﾓﾉ ﾏｻｷ                 ＳＴ淡路 小学（4）173 28926

原口　煌生            ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ               ＳＴ淡路 小学（5）174 28926

下野　真矢            ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ                 ＳＴ淡路 小学（4）175 28926
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浜田　優一            ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ               明石清水高校 高校（3）1 28385

坂下　開渡            ｻｶｼﾀ ｶｲﾄ                須磨翔風高校 高校（2）2 28509

山本　幸輝            ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ                報徳学園高校 高校（2）3 28618

近久　歩夢            ﾁｶﾋｻ ｱﾕﾑ                報徳学園高校 高校（2）4 28618

越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 報徳学園高校 高校（2）5 28618

山本　哲也            ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ                雲雀丘学園高 高校（2）6 28631

福井　映輔            ﾌｸｲ ｴｲｽｹ                雲雀丘学園高 高校（1）7 28631

村尾　優太            ﾑﾗｵ ﾕｳﾀ                 雲雀丘学園高 高校（1）8 28631

益満　友規            ﾏｽﾐﾂ ﾄﾓｷ                雲雀丘学園高 高校（2）9 28631

谷口　遥希            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               塚口ＳＳ 小学（5）10 28805

高橋　　輝            ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ                市川洗心館 中学（1）11 28806

町　穣之心            ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ              尼崎ＳＳ 小学（6）12 28808

木下　兼輔            ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ               尼崎ＳＳ 小学（6）13 28808

進藤　雅音            ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ               ＪＳＳ三木 中学（3）14 28810

桑原　　諒            ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳ                ＪＳＳ三木 小学（4）15 28810

習田奏一郎            ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ             ＪＳＳ三木 小学（6）16 28810

大谷　晃心            ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ               ＮＳＩ清和台 中学（2）17 28812

齋藤　　陸            ｻｲﾄｳ ﾘｸ                 ＮＳＩ清和台 高校（1）18 28812

大谷　憲佑            ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ               ＮＳＩ清和台 小学（6）19 28812

飯田　健太            ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀ                ＴＸ甲南山手 中学（1）20 28813

上阪　　潤            ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ               コナミ東加古 小学（6）21 28814

鳥塚瑛太郎            ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ              イトマン神戸 小学（5）22 28815

長谷川　漣            ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ                Ｓ・パティオ 中学（1）23 28816

吉良　龍人            ｷﾗ ﾘｭｳﾄ                 ＮＳＩ西紀 小学（4）24 28817

塚原　　蓮            ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ                 イトマン西宮 小学（6）25 28820

金田　　碧            ｶﾈﾀﾞ ｱｵ                 イトマン西宮 小学（5）26 28820

鈴木　梗乎            ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ                イトマン西宮 小学（5）27 28820

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（6）28 28820

梅本　乙樹            ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                ＢＩＧ姫路 中学（1）29 28821

古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 高校（1）30 28824

久保　宏騎            ｸﾎﾞ ｺｳｷ                 ＮＳＩパール 中学（1）31 28826

知念　陸斗            ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ                 ＮＳＩ本山 小学（3）32 28828

田中　陽翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                 ＪＳＳ宝塚 中学（1）33 28829

八木　裕斗            ﾔｷﾞ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）34 28829

松谷　一翔            ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ                ＫＴＶ垂水 中学（1）35 28831

森　　夕陽            ﾓﾘ ﾕｳﾋ                  ＮＳＩ御影 小学（3）36 28833

冨士田大佑            ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ              ＮＳＩ御影 小学（6）37 28833

古川　　将            ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ                ＮＳＩ御影 小学（5）38 28833

北村　鷲也            ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）39 28835

安田　雄飛            ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）40 28835

有野　耀一            ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）41 28835

曽我　陽虎            ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）42 28835

田中　裕大            ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）43 28835

宮下琉之介            ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ             姫路ＳＳ 小学（6）44 28838

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 中学（2）45 28838

田靡　敬介            ﾀﾅﾋﾞｷ ｹｲｽｹ              姫路ＳＳ 中学（2）46 28838

川上　輝人            ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                姫路ＳＳ 小学（5）47 28838

井垣　拓留            ｲｶﾞｷ ﾀｸﾙ                姫路ＳＳ 中学（2）48 28838

石田　唯翔            ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ                ＮＳＩ 小学（6）49 28840
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坂本　秀幸            ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ              ＮＳＩ 中学（1）50 28840

山下　凌生            ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ              ＮＳＩ 中学（2）51 28840

小西陽太朗            ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ               ＮＳＩ 中学（2）52 28840

長谷川翔土            ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ               ＪＳＳ川西 高校（1）53 28843

山田　直士            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                ＪＳＳ川西 小学（4）54 28843

新谷　祐希            ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ                ＪＳＳ川西 中学（2）55 28843

木村　多聞            ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）56 28847

宮前　紫音            ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）57 28847

和田　周我            ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ               ＳＵＮ姫路 小学（6）58 28848

岡部　斡弥            ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ                ＳＵＮ姫路 小学（5）59 28848

梅田　大陸            ｳﾒﾀﾞ ﾘｸ                 ＮＳＩ神鉄 小学（6）60 28857

山本　絢太            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ               ＮＳＩ神鉄 小学（5）61 28857

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 小学（6）62 28860

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 中学（1）63 28860

横山誠太郎            ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ              尼崎市スポ振 小学（6）64 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（5）65 28865

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（6）66 28867

美崎剣志郎            ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ               ＧＵＮＺＥ 小学（4）67 28867

島田琉之介            ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＪＳＳ大久保 中学（1）68 28869

久保　怜夢            ｸﾎﾞ ﾚｲﾑ                 ＪＳＳ大久保 高校（1）69 28869

稲村　太陽            ｲﾅﾑﾗ ﾀｲﾖｳ               ＪＳＳ大久保 高校（1）70 28869

横山奏太朗            ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（6）71 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（6）72 28872

牧　　康平            ﾏｷ ｺｳﾍｲ                 イトマン三田 小学（4）73 28874

後藤　怜志            ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ                イトマン三田 中学（2）74 28874

浦　　惣真            ｳﾗ ｿｳﾏ                  ＪＳＳ姫路 中学（1）75 28875

冨岡　大樹            ﾄﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ               ＪＳＳ姫路 中学（1）76 28875

田中　琉生            ﾀﾅｶ ﾙｲ                  マック武庫川 中学（1）77 28881

井筒　友貴            ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ                マック武庫川 小学（5）78 28881

伊豆　啓吾            ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ                マック武庫川 小学（3）79 28881

中山　恭之            ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ               こうでら 小学（5）80 28883

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（4）81 28886

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）82 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（2）83 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）84 28895

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 中学（1）85 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 中学（2）86 28898

東垣　星琉            ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ             ＪＳＳ北神戸 小学（6）87 28899

火縄　祝音            ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）88 28899

森田　裕基            ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ                 Ａｑ相生 中学（2）89 28904

久下　誠人            ｸｹﾞ ﾏｻﾄ                 ＮＳＩ青垣 高校（2）90 28905

上野本　然            ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ               神戸北町Vivo 小学（6）91 28914

池田　大志            ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ                神戸北町Vivo 小学（3）92 28914

青木　　暖            ｱｵｷ ﾊﾙ                  神戸北町Vivo 小学（6）93 28914

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 高校（1）94 28924
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山本　哲也            ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ                雲雀丘学園高 高校（2）1 28631

木下　莱翔 ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ                ＪＳＳ三木 小学（6）2 28810

大谷　憲佑            ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ               ＮＳＩ清和台 小学（6）3 28812

追立　楓人            ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ                Ｓ・パティオ 中学（1）4 28816

塚原　　蓮            ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ                 イトマン西宮 小学（6）5 28820

尾上　颯仁            ｵﾉｳｴ ﾊﾔﾄ                姫路ＳＳ 小学（5）6 28838

加藤　怜真            ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ                姫路ＳＳ 中学（2）7 28838

宮下琉之介            ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ             姫路ＳＳ 小学（6）8 28838

石田　唯翔            ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ                ＮＳＩ 小学（6）9 28840

飯村　悠太            ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（6）10 28849

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（6）11 28867

美崎剣志郎            ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ               ＧＵＮＺＥ 小学（4）12 28867

小畑　来暉            ｵﾊﾞﾀ ﾗｲｷ                ＪＳＳ姫路 高校（1）13 28875

保田　光槻            ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（6）14 28899

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  一宮ＳＳ 小学（6）15 28901

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（6）16 28903

久下　誠人            ｸｹﾞ ﾏｻﾄ                 ＮＳＩ青垣 高校（2）17 28905

上田　悠斗            ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                家島ＳＣ 高校（1）18 28924
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古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 高校（1）1 28824

加藤　怜真            ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ                姫路ＳＳ 中学（2）2 28838

小畑　来暉            ｵﾊﾞﾀ ﾗｲｷ                ＪＳＳ姫路 高校（1）3 28875

森田　裕基            ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ                 Ａｑ相生 中学（2）4 28904
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永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）1 28805

大内　昊河            ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ               コナミ東加古 小学（3）2 28814

濱口　雄飛            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ               イトマン神戸 小学（3）3 28815

杉本　朋哉            ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ               コナミ西宮 小学（4）4 28824

上之原佑樹            ｳｴﾉﾊﾗ ﾕｳｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）5 28829

塩井　琥大            ｼｵｲ ｺﾀ                  ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）6 28835

岡原　和輝            ｵｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ               ＮＳＩ 小学（4）7 28840

森田　将生            ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）8 28849

北田　佑磨            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）9 28855

村上　裕紀            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）10 28855

前田　大樹            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ               ＮＳＩ神鉄 中学（1）11 28857

水谷　真大            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ               コナミ三田 小学（3）12 28860

野口稜太郎            ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ             尼崎市スポ振 中学（2）13 28865

藤田　優真            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ                尼崎市スポ振 小学（6）14 28865

磯部　剛汰            ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳﾀ               イトマン西神 小学（3）15 28880

井筒　大貴            ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ                マック武庫川 小学（3）16 28881

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（6）17 28881

川越　雄成            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｾｲ              マック武庫川 小学（3）18 28881

大西　櫂吏            ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ                マック加古川 小学（3）19 28887

中野仁太郎            ﾅｶﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ              Aqスポレスト 小学（4）20 28888

杉谷　大和            ｽｷﾞﾀﾆ ﾔﾏﾄ               ＮＳＩ津名 小学（4）21 28892

保田　光槻            ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（6）22 28899

北野　　永            ｷﾀﾉ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）23 28899

福田　峻大            ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾄ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）24 28921

國川　太一            ｸﾆｶﾜ ﾀｲﾁ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）25 28923

小村　陽風            ｺﾑﾗ ﾊﾙｶｾﾞ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（3）26 28923

桂　　壮佑            ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ                家島ＳＣ 小学（6）27 28924

下野　真矢            ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ                 ＳＴ淡路 小学（4）28 28926
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土井　琢矢            ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ                 姫路スポーツ 中学（1）1 28822

宇都宮大樹            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ               ＮＳＩパール 高校（1）2 28826

小山　悠斗            ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ                 ＫＴＶ垂水 小学（5）3 28831

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ 中学（2）4 28840

森田　将生            ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）5 28849

長谷　悠樹            ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ               ＪＳＳ尼宝 中学（1）6 28849

前田　大樹            ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ               ＮＳＩ神鉄 中学（1）7 28857

濵地　煌醒            ﾊﾏｼﾞ ｺｳｾｲ               ＮＳＩ神鉄 中学（2）8 28857

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（5）9 28865

井筒　大貴            ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ                マック武庫川 小学（3）10 28881

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（6）11 28881

中晴　達哉            ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ                マック武庫川 中学（3）12 28881

水野　癒太            ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）13 28899

朝霧　清仁            ｱｻｷﾞﾘ ｷﾖﾄ               Ａｑ相生 小学（4）14 28904

10/38 ページ2021年1月26日 20:25:19



男子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第33回［2020年度］兵庫県冬季(6級・7級)公式記録会

土井　琢矢            ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ                 姫路スポーツ 中学（1）1 28822

宇都宮大樹            ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ               ＮＳＩパール 高校（1）2 28826

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ 中学（2）3 28840

濵地　煌醒            ﾊﾏｼﾞ ｺｳｾｲ               ＮＳＩ神鉄 中学（2）4 28857

中晴　達哉            ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ                マック武庫川 中学（3）5 28881
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荒本　稜太            ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ               塚口ＳＳ 小学（4）1 28805

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

藤原　清嵩            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖﾀｶ              市川洗心館 中学（2）3 28806

木下　兼輔            ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ               尼崎ＳＳ 小学（6）4 28808

犬飼　　敦            ｲﾇｶﾞｲ ｱﾂｼ               ＪＳＳ三木 小学（4）5 28810

北川　宗誼            ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ             ＪＳＳ三木 中学（2）6 28810

山条　秀翔            ﾔﾏｼﾞｮｳ ｼｭｳﾄ             ＪＳＳ三木 小学（3）7 28810

尾﨑　勇飛            ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ                イトマン神戸 小学（4）8 28815

福井承太郎            ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（6）9 28816

谷田　康晟            ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ               ＮＳＩ西紀 中学（1）10 28817

衛門　刻史            ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ                イトマン西宮 小学（5）11 28820

前川　晃毅            ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ                コナミ明石 小学（6）12 28825

渋谷　海詞            ｼﾌﾞﾀﾆ ｶｲｼ               ＫＴＶ垂水 小学（3）13 28831

藤原　将人            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（2）14 28835

尾上　琉仁            ｵﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ               姫路ＳＳ 中学（1）15 28838

首藤　功樹            ｼｭﾄﾞｳ ｺｳｷ               姫路ＳＳ 小学（5）16 28838

塩田　　潤            ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝ                姫路ＳＳ 小学（6）17 28838

木村聡一郎            ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ              ＮＳＩ 小学（3）18 28840

長谷川敦己            ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ               ＪＳＳ川西 中学（2）19 28843

小川　叶登            ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）20 28849

井上　裕翔            ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                ＮＳＩ神鉄 中学（1）21 28857

中川　晃仁            ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ              尼崎市スポ振 小学（3）22 28865

葭原　勇斗            ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ                尼崎市スポ振 小学（4）23 28865

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（5）24 28872

藤尾　怜生            ﾌｼﾞｵ ﾚｲ                 こうでら 小学（5）25 28883

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（6）26 28883

山口　夏生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ               高砂ＦＣ 小学（4）27 28886

坂本　結哉            ｻｶﾓﾄ ﾕｲﾔ                ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）28 28895

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 中学（1）29 28898

竹中　伯燿            ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ               家島ＳＣ 小学（6）30 28924

12/38 ページ2021年1月26日 20:25:19



男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第33回［2020年度］兵庫県冬季(6級・7級)公式記録会

藤原　清嵩            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖﾀｶ              市川洗心館 中学（2）1 28806

山条　秀翔            ﾔﾏｼﾞｮｳ ｼｭｳﾄ             ＪＳＳ三木 小学（3）2 28810

谷田　康晟            ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ               ＮＳＩ西紀 中学（1）3 28817

永木　祐莉            ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ                コナミ明石 小学（5）4 28825

尾上　琉仁            ｵﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ               姫路ＳＳ 中学（1）5 28838

塩田　　潤            ｼｵﾀ ｼﾞｭﾝ                姫路ＳＳ 小学（6）6 28838

川上　　晴            ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ                 ＮＳＩ 中学（2）7 28840

長谷川翔土            ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ               ＪＳＳ川西 高校（1）8 28843

菱川　祐樹            ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ                ＮＳＩ神鉄 小学（6）9 28857

井上　裕翔            ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ                ＮＳＩ神鉄 中学（1）10 28857

岩本　大和            ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 中学（1）11 28898

朝霧　真武            ｱｻｷﾞﾘ ﾏﾅﾑ               Ａｑ相生 小学（5）12 28904
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川上　　晴            ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ                 ＮＳＩ 中学（2）1 28840
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福井　映輔            ﾌｸｲ ｴｲｽｹ                雲雀丘学園高 高校（1）1 28631

渡邉　拓人            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ               塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

鎌田朔太郎            ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ              塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

山口　颯太            ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ               ＪＳＳ三木 小学（2）4 28810

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（5）5 28814

久内　貞治            ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ             イトマン神戸 小学（2）6 28815

山田　航世            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ               イトマン西宮 小学（5）7 28820

原田　波琉            ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                 ＮＳＩパール 小学（3）8 28826

石金　正大            ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ             ＮＳＩ本山 小学（5）9 28828

上之原佑樹            ｳｴﾉﾊﾗ ﾕｳｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）10 28829

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（5）11 28831

大橋　陵牙            ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）12 28835

兼井　彗成            ｶﾈｲ ｴｲﾄ                 ＮＳＩ 小学（4）13 28840

芦田　悠太            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＮＳＩ 中学（1）14 28840

宮前　紫音            ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）15 28847

小篠　凌汰            ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）16 28847

鎌田　　輝            ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ                 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学（6）17 28847

薦田　琉生            ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）18 28849

菱田　正己            ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ                ＮＳＩ神鉄 小学（6）19 28857

野口隆之介            ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ             尼崎市スポ振 小学（6）20 28865

藤田　章真            ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ               尼崎市スポ振 小学（4）21 28865

葭原　勇斗            ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ                尼崎市スポ振 小学（4）22 28865

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（6）23 28865

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

金城　諒芽            ｶﾈｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ              ＪＳＳ大久保 小学（2）25 28869

境野　颯太            ｻｶｲﾉ ｿｳﾀ                ＪＳＳ姫路 中学（2）26 28875

玉田　竜翔            ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ               イトマン西神 小学（2）27 28880

中島　琉矢            ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ                 マック武庫川 小学（6）28 28881

川越　雄成            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｾｲ              マック武庫川 小学（3）29 28881

藤野　聖也            ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ                こうでら 高校（2）30 28883

岩本　朱鳥            ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ                佐用ＳＳ 小学（5）31 28898

東垣　星琉            ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ             ＪＳＳ北神戸 小学（6）32 28899

藤田　想真            ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）33 28921

泥　誠志郎            ﾄﾞﾛ ｾｲｼﾛｳ               ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）34 28923
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岸部紳太朗            ｷｼﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ              須磨翔風高校 高校（1）1 28509

細田　陽彦            ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ               尼崎ＳＳ 中学（3）2 28808

藤田　悠輔            ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ               イトマン西宮 小学（6）3 28820

松岡　蓮汰            ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ                コナミ西宮 中学（2）4 28824

徳　勇次郎            ﾄｸ ﾕｳｼﾞﾛｳ               ＫＴＶ垂水 中学（2）5 28831

首藤　立樹            ｼｭﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ              姫路ＳＳ 中学（2）6 28838

芦田　悠太            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＮＳＩ 中学（1）7 28840

東後　　仁            ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ                ＮＳＩ 中学（1）8 28840

兼井　彗成            ｶﾈｲ ｴｲﾄ                 ＮＳＩ 小学（4）9 28840

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（6）10 28865

藤野　聖也            ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ                こうでら 高校（2）11 28883

谷口　歩夢            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ               ＪＳＳ北神戸 高校（1）12 28899

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 中学（1）13 28903

藤田　想真            ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）14 28921

山本　　慶            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                 家島ＳＣ 中学（1）15 28924

原口　煌生            ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ               ＳＴ淡路 小学（5）16 28926

16/38 ページ2021年1月26日 20:25:19



男子  200m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第33回［2020年度］兵庫県冬季(6級・7級)公式記録会

松本　大輔            ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ              Ｓ・パティオ 高校（2）1 28816

松岡　蓮汰            ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ                コナミ西宮 中学（2）2 28824

首藤　立樹            ｼｭﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ              姫路ＳＳ 中学（2）3 28838

山本　敦之            ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ               ＪＳＳ姫路 高校（2）4 28875

谷口　歩夢            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ               ＪＳＳ北神戸 高校（1）5 28899
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越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 報徳学園高校 高校（2）1 28618

町　穣之心            ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ              尼崎ＳＳ 小学（6）2 28808

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（5）3 28814

力石　琉聖            ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ              イトマン神戸 小学（2）4 28815

土岐　脩雅            ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（3）5 28815

村岡　悠夢            ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ                 Ｓ・パティオ 中学（1）6 28816

福井承太郎            ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ             Ｓ・パティオ 小学（6）7 28816

追立　楓人            ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ                Ｓ・パティオ 中学（1）8 28816

俣野健太朗            ﾏﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ               ＮＳＩ西紀 小学（4）9 28817

山田　航世            ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ               イトマン西宮 小学（5）10 28820

森本　　陽            ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ                 コナミ西宮 小学（3）11 28824

小西　悠太            ｺﾆｼ ﾕｳﾀ                 コナミ明石 小学（6）12 28825

永木　祐莉            ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ                コナミ明石 小学（5）13 28825

光田　　聡            ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）14 28829

小山　悠斗            ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ                 ＫＴＶ垂水 小学（5）15 28831

尾上　颯仁            ｵﾉｳｴ ﾊﾔﾄ                姫路ＳＳ 小学（5）16 28838

相生　昊諒            ｱｲｵｲ ｺｳｽｹ               姫路ＳＳ 小学（4）17 28838

首藤　功樹            ｼｭﾄﾞｳ ｺｳｷ               姫路ＳＳ 小学（5）18 28838

寺田　颯和            ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾜ                姫路ＳＳ 小学（4）19 28838

坂本　秀幸            ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ              ＮＳＩ 中学（1）20 28840

小篠　凌汰            ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（2）21 28847

岡部　斡弥            ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ                ＳＵＮ姫路 小学（5）22 28848

長谷　悠樹            ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ               ＪＳＳ尼宝 中学（1）23 28849

飯村　謙太            ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）24 28849

薦田　琉生            ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）25 28849

足立　拓海            ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ                伊丹有岡ＳＳ 小学（4）26 28855

小池　勇輝            ｺｲｹ ﾕｳｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）27 28855

村上　裕紀            ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）28 28855

菱田　正己            ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ                ＮＳＩ神鉄 小学（6）29 28857

山本　絢太            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ               ＮＳＩ神鉄 小学（5）30 28857

菱川　祐樹            ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ                ＮＳＩ神鉄 小学（6）31 28857

鶴田　亮介            ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ               コナミ三田 小学（5）32 28860

中塚　剛輝            ﾅｶﾂｶ ｺﾞｳｷ               コナミ三田 小学（3）33 28860

中村　幸生            ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ               ＧＵＮＺＥ 小学（6）34 28867

古髙　輝希            ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（5）35 28867

稲村　太陽            ｲﾅﾑﾗ ﾀｲﾖｳ               ＪＳＳ大久保 高校（1）36 28869

上川　貴久            ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ               ＳＵＮ網干 小学（4）37 28872

三浦亜翔夢            ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ                 ＳＵＮ網干 小学（3）38 28872

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（5）39 28872

来住　柚紀            ｷｼ ﾕｽﾞｷ                 イトマン三田 小学（3）40 28874

喜田　藍琉            ｷﾀﾞ ｱｲﾙ                 ＪＳＳ姫路 小学（5）41 28875

髙原　一樹            ﾀｶﾊﾗ ｲﾂｷ                イトマン西神 小学（4）42 28880

中山　恭之            ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ               こうでら 小学（5）43 28883

藤尾　怜生            ﾌｼﾞｵ ﾚｲ                 こうでら 小学（5）44 28883

池間　志絆            ｲｹﾏ ｼｷ                  高砂ＦＣ 小学（4）45 28886

大西　櫂吏            ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ                マック加古川 小学（3）46 28887

中村青太郎            ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ              マック加古川 小学（3）47 28887

早川　一穂            ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ               マック加古川 小学（4）48 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（5）49 28895
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北野　　永            ｷﾀﾉ ﾊﾙｶ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）50 28899

水野　癒太            ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（5）51 28899

山田　蒼空            ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）52 28899

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  一宮ＳＳ 小学（6）53 28901

朝霧　清仁            ｱｻｷﾞﾘ ｷﾖﾄ               Ａｑ相生 小学（4）54 28904

堀本　健生            ﾎﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ                Ａｑ相生 小学（5）55 28904

朝霧　真武            ｱｻｷﾞﾘ ﾏﾅﾑ               Ａｑ相生 小学（5）56 28904

前田　　湊            ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ                神戸北町Vivo 小学（3）57 28914

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 洲本ＳＰ 小学（3）58 28916

竹中　伯燿            ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ               家島ＳＣ 小学（6）59 28924

山本　　慶            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                 家島ＳＣ 中学（1）60 28924
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山本　愛乃            ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾉ                明石清水高校 高校（3）1 28385

川村　心咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                イトマン川西 小学（3）2 28801

五百磐紗奈            ｲﾆﾜ ｻﾅ                  イトマン川西 小学（3）3 28801

小川明希恵            ｵｶﾞﾜ ｱｷｴ                塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

岡部　紗英            ｵｶﾍﾞ ｻｴ                 塚口ＳＳ 小学（3）5 28805

木村　英菜            ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（3）6 28805

桜井　琴心            ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ                塚口ＳＳ 小学（6）7 28805

瀬良　史桜            ｾﾗ ｼｵﾝ                  尼崎ＳＳ 高校（1）8 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（3）9 28808

岩本　帆夏            ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ                尼崎ＳＳ 中学（3）10 28808

花房　美空            ﾊﾅﾌｻ ﾐｿﾗ                ＪＳＳ三木 小学（6）11 28810

片嶋　悠那            ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ                 ＪＳＳ三木 中学（1）12 28810

阪野　那奈            ｻｶﾉ ﾅﾅ                  ＪＳＳ三木 小学（4）13 28810

木曽　那芽            ｷｿ ﾅﾂﾒ                  ＪＳＳ三木 小学（4）14 28810

宗平　愛華            ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ                ＪＳＳ三木 小学（6）15 28810

桧皮　来望            ﾋﾜ ｸﾙﾐ                  ＪＳＳ三木 中学（1）16 28810

林　　鈴佳            ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ                ＮＳＩ清和台 小学（4）17 28812

田中　莉音            ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ                 ＮＳＩ清和台 小学（4）18 28812

植木　亜美            ｳｴｷ ｱﾐ                  ＴＸ甲南山手 中学（2）19 28813

上島陽奈代            ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ                ＴＸ甲南山手 中学（2）20 28813

佐藤　風夏            ｻﾄｳ ﾌｳｶ                 ＴＸ甲南山手 小学（5）21 28813

井澤　明里            ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ                コナミ東加古 小学（3）22 28814

齊藤　万也            ｻｲﾄｳ ﾏﾔ                 コナミ東加古 小学（4）23 28814

河本　紗良            ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ                 コナミ東加古 小学（4）24 28814

上阪　　萌            ｳｴｻｶ ﾓｴ                 コナミ東加古 小学（4）25 28814

大野　莉音            ｵｵﾉ ﾘｵﾝ                 コナミ東加古 小学（3）26 28814

寺本莉佳子            ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ                イトマン神戸 小学（3）27 28815

村田　彩心            ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ                 イトマン神戸 小学（2）28 28815

井本　奈那            ｲﾓﾄ ﾅﾅ                  イトマン神戸 小学（3）29 28815

林　　結萌            ﾊﾔｼ ﾕﾒ                  Ｓ・パティオ 小学（6）30 28816

川崎　柚季            ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ               Ｓ・パティオ 小学（4）31 28816

山内菜々子            ﾔﾏｳﾁ ﾅﾅｺ                Ｓ・パティオ 小学（6）32 28816

吉田　智尋            ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ                ＮＳＩ西紀 高校（1）33 28817

田中　桜子            ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ                イトマン西宮 小学（3）34 28820

小寺　里奈            ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（3）35 28821

小寺　心結            ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）36 28821

柴田ひまり            ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ                ＢＩＧ姫路 小学（5）37 28821

古田　燦乃            ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）38 28821

小林　優来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ                姫路スポーツ 小学（3）39 28822

土井　菜月            ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ                 姫路スポーツ 小学（5）40 28822

山口　桃子            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｺ               姫路スポーツ 小学（4）41 28822

正木　七愛            ﾏｻｷ ﾅﾅ                  コナミ西宮 小学（3）42 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（6）43 28824

金丸　咲月            ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ                コナミ西宮 小学（5）44 28824

田中愛優美            ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ                 コナミ西宮 小学（3）45 28824

小口　湊音            ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ                コナミ西宮 小学（3）46 28824

小口　琴音            ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                コナミ西宮 小学（3）47 28824

則包なのは            ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ                コナミ明石 中学（1）48 28825

園山　莉菜            ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ                 コナミ明石 小学（6）49 28825
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中村　仁菜            ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（3）50 28826

菊地　陽菜            ｷｸﾁ ﾋﾅ                  ＮＳＩパール 小学（3）51 28826

沼田　幸奈            ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）52 28829

宮城玲衣花            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）53 28829

田中　愛菜            ﾀﾅｶ ｱｲﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）54 28829

堀　　花楓            ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）55 28829

松本梨里香            ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）56 28829

赤木　　楓            ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）57 28829

徳田　　舞            ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）58 28829

久保　美寧            ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）59 28829

梅辻あゆみ            ｳﾒﾂｼﾞ ｱﾕﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）60 28829

田内　冬華            ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）61 28829

山岡ひなた            ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）62 28829

黒田　愛美            ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）63 28829

小央　希咲            ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ                ＫＴＶ垂水 小学（5）64 28831

山下　愛貴            ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ                ＫＴＶ垂水 小学（6）65 28831

田島つむぐ            ﾀｼﾞﾏ ﾂﾑｸﾞ               ＫＴＶ垂水 小学（6）66 28831

小野友梨乃            ｵﾉ ﾕﾘﾉ                  ＫＴＶ垂水 中学（1）67 28831

北村　莉子            ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ                 ＫＴＶ垂水 小学（4）68 28831

高田　美玲            ﾀｶﾀﾞ ﾐﾚｲ                ＮＳＩ御影 小学（5）69 28833

池本　彩乃            ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ                ＮＳＩ御影 高校（1）70 28833

森實小百合            ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾕﾘ               ＮＳＩ御影 中学（1）71 28833

端村　美輝            ﾊｼﾑﾗ ﾐｷ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）72 28835

高橋　美羽            ﾀｶﾊｼ ﾐｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）73 28835

前田　望海            ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）74 28835

米虫　　彩            ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）75 28835

有野　　誉            ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）76 28835

河野　朋華            ｺｳﾉ ﾄﾓｶ                 ＳＡ六甲道 中学（2）77 28837

西林　亜衣            ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｱｲ               ＳＡ六甲道 中学（1）78 28837

石川　芽依            ｲｼｶﾜ ﾒｲ                 ＳＡ六甲道 中学（2）79 28837

安藤　詩歩            ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ                ＳＡ六甲道 中学（2）80 28837

田靡すみれ            ﾀﾅﾋﾞｷ ｽﾐﾚ               姫路ＳＳ 小学（4）81 28838

井垣　柚穂            ｲｶﾞｷ ﾕｽﾞﾎ               姫路ＳＳ 小学（6）82 28838

山田結希菜            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ                ＮＳＩ 小学（5）83 28840

北見　優奈            ｷﾀﾐ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（2）84 28840

藤原　清愛            ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾅ               ＪＳＳ川西 小学（3）85 28843

橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）86 28843

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（4）87 28843

尾藤　弥天            ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ                 ＪＳＳ川西 小学（5）88 28843

浅川穂乃佳            ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（1）89 28847

八木あかり            ﾔｷﾞ ｱｶﾘ                 ＳＵＮ姫路 小学（3）90 28848

松本　亜美            ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）91 28849

中澤　恋羽            ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾈ               ＪＳＳ尼宝 小学（5）92 28849

久島　莉凰            ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                 ＪＳＳ尼宝 小学（3）93 28849

細見　詩希            ﾎｿﾐ ｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 小学（4）94 28849

定　　澪莉            ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ                 ＪＳＳ尼宝 小学（2）95 28849

大西　彩生            ｵｵﾆｼ ｻｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）96 28855

井手口愛依            ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（5）97 28855

廣江　佐希            ﾋﾛｴ ｻｷ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（5）98 28855
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上田　奈々            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）99 28855

酒井　優歩            ｻｶｲ ﾕﾎ                  コナミ三田 小学（4）100 28860

大倉　咲良            ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ                コナミ三田 小学（5）101 28860

横山　七穂            ﾖｺﾔﾏ ﾅﾎ                 尼崎市スポ振 小学（3）102 28865

山田　杏奈            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ                尼崎市スポ振 高校（2）103 28865

中島　清花            ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ               尼崎市スポ振 小学（6）104 28865

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（6）105 28865

頼末　夏希            ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ                尼崎市スポ振 中学（1）106 28865

藤田　梨恋            ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ                 尼崎市スポ振 小学（6）107 28865

小山田美空            ｺﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ                尼崎市スポ振 小学（6）108 28865

田邉あけの            ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ                ＳＵＮ加西 小学（4）109 28866

大木　奏乃            ｵｵｷ ｶﾉ                  ＧＵＮＺＥ 小学（4）110 28867

牛山知紗希            ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）111 28867

西馬　奏美            ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ                ＪＳＳ大久保 中学（1）112 28869

大森　聖菜            ｵｵﾓﾘ ｾﾅ                 ＪＳＳ大久保 小学（6）113 28869

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（6）114 28872

天川　結愛            ｱﾏｶﾜ ﾕｲ                 ＳＵＮ網干 小学（4）115 28872

高橋　心菜            ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（6）116 28874

萩山優衣香            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ               イトマン三田 小学（4）117 28874

玉利　愛佳            ﾀﾏﾘ ｱｲｶ                 イトマン三田 小学（3）118 28874

萩山　　凜            ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ                イトマン三田 小学（6）119 28874

佐藤　陽愛            ｻﾄｳ ﾊﾙｱ                 イトマン三田 小学（4）120 28874

津村　涼心            ﾂﾑﾗ ｽｽﾞﾐ                ＪＳＳ姫路 小学（5）121 28875

島崎　璃子            ｼﾏｻｷ ﾘｺ                 ＪＳＳ姫路 小学（5）122 28875

竹内美彩乙            ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ                イトマン西神 小学（2）123 28880

神木　　栞            ｶﾐｷ ｼｵﾘ                 イトマン西神 小学（4）124 28880

雪永　深琴            ﾕｷﾅｶﾞ ﾐｺﾄ               イトマン西神 小学（3）125 28880

奥村　果歩            ｵｸﾑﾗ ｶﾎ                 イトマン西神 小学（2）126 28880

谷川原結音            ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ              イトマン西神 小学（2）127 28880

大西　日葵            ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ                イトマン西神 小学（4）128 28880

中河　樹希            ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ               マック武庫川 小学（3）129 28881

池田　莉菜            ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ                 マック武庫川 小学（4）130 28881

岡本　麗央            ｵｶﾓﾄ ﾘｵ                 マック武庫川 小学（5）131 28881

大町紀々香            ｵｵﾏﾁ ﾉﾉｶ                マック武庫川 小学（5）132 28881

佐井　唯莉            ｻｲ ﾕｲﾘ                  マック武庫川 中学（1）133 28881

岡本　夏怜            ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ                マック武庫川 中学（1）134 28881

高森　夏鈴            ﾀｶﾓﾘ ｶﾘﾝ                マック武庫川 中学（1）135 28881

徳橋　朋菜            ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ                マック武庫川 中学（1）136 28881

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 中学（2）137 28886

吉田　小捺            ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ                高砂ＦＣ 小学（3）138 28886

三村ひより            ﾐﾑﾗ ﾋﾖﾘ                 高砂ＦＣ 小学（2）139 28886

中島　凛音            ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ                高砂ＦＣ 小学（3）140 28886

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（4）141 28886

大山　陽愛            ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ                 マック加古川 小学（3）142 28887

伊藤　瑠伽            ｲﾄｳ ﾙｶ                  マック加古川 小学（3）143 28887

辻本　優珠            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ               マック加古川 小学（5）144 28887

永野　　空            ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ                 Aqスポレスト 小学（4）145 28888

木山　絢香            ｷﾔﾏ ｱﾔｶ                 Aqスポレスト 中学（2）146 28888

福岡　苺依            ﾌｸｵｶ ﾒｲ                 Aqスポレスト 小学（5）147 28888
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中矢　純宇            ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ                 Aqスポレスト 小学（5）148 28888

片山　絃佳            ｶﾀﾔﾏ ｲﾄｶ                ＮＳＩ津名 小学（5）149 28892

森　　愛夏            ﾓﾘ ｱｲﾅ                  ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）150 28895

松尾　颯希            ﾏﾂｵ ｻﾂｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）151 28895

掘井　愛乃            ﾎﾘｲ ｱｷﾉ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）152 28895

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（6）153 28898

柏井　仁那            ｶｼﾜｲ ﾆﾅ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）154 28899

橋本　　樹            ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）155 28899

衣笠　莉沙            ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ                一宮ＳＳ 小学（5）156 28901

西山　真帆            ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ                 一宮ＳＳ 小学（4）157 28901

中村　翠希            ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ               一宮ＳＳ 小学（4）158 28901

上月　　萌            ｺｳﾂﾞｷ ﾓｴ                Ａｑ神河 小学（4）159 28903

山本　夢来            ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ                 Ａｑ相生 小学（6）160 28904

内海　実咲            ｳﾂﾐ ﾐｻｷ                 Ａｑ相生 小学（6）161 28904

向田　結菜            ﾑｶｲﾀﾞ ﾕｲﾅ               Ａｑ相生 小学（5）162 28904

細見湖々羽            ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                 ＮＳＩ青垣 小学（4）163 28905

常岡　結葉            ﾂﾈｵｶ ﾕｲﾊ                ＮＳＩ青垣 中学（1）164 28905

髙井　玲実            ﾀｶｲ ﾚﾐ                  Ａｑ新宮 小学（4）165 28913

前田　希歩            ﾏｴﾀﾞ ﾉｱ                 Ａｑ新宮 中学（1）166 28913

中村　沙紀            ﾅｶﾑﾗ ｻｷ                 神戸北町Vivo 小学（5）167 28914

玉野　紗妃            ﾀﾏﾉ ｻｷ                  神戸北町Vivo 高校（1）168 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 中学（2）169 28914

﨑山　紗衣            ｻｷﾔﾏ ｻｴ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）170 28921

井上　紗良            ｲﾉｳｴ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）171 28921

高橋　柚凪            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）172 28921

松本向日葵            ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）173 28923

古井　祐衣            ﾌﾙｲ ﾕｲ                  ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）174 28923

中山　優依            ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）175 28923

南家　亜衣            ﾅﾝｹ ｱｲ                  Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）176 28931
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山本　愛乃            ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾉ                明石清水高校 高校（3）1 28385

岡本　采実            ｵｶﾓﾄ ｺﾄﾐ                尼崎ＳＳ 小学（6）2 28808

岩本　帆夏            ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ                尼崎ＳＳ 中学（3）3 28808

瀬良　史桜            ｾﾗ ｼｵﾝ                  尼崎ＳＳ 高校（1）4 28808

吉田　菖乃            ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ                尼崎ＳＳ 小学（6）5 28808

金子　心結            ｶﾈｺ ﾕﾕ                  尼崎ＳＳ 小学（6）6 28808

箱根ひなた            ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ                 尼崎ＳＳ 小学（3）7 28808

平　　実花            ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ                 ＪＳＳ三木 小学（5）8 28810

宗平　愛華            ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ                ＪＳＳ三木 小学（6）9 28810

原　　愛子            ﾊﾗ ｱｲｺ                  ＪＳＳ三木 小学（6）10 28810

大上　　結            ｵｵｳｴ ﾕｲ                 ＪＳＳ三木 小学（6）11 28810

中辻　愛梨            ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ               ＮＳＩ清和台 中学（1）12 28812

岡島　虹果            ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ               ＮＳＩ清和台 小学（6）13 28812

原田　菜那            ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ                 ＮＳＩ清和台 小学（5）14 28812

佐藤　風夏            ｻﾄｳ ﾌｳｶ                 ＴＸ甲南山手 小学（5）15 28813

植木　亜美            ｳｴｷ ｱﾐ                  ＴＸ甲南山手 中学（2）16 28813

上島陽奈代            ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ                ＴＸ甲南山手 中学（2）17 28813

吉田　智尋            ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ                ＮＳＩ西紀 高校（1）18 28817

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（6）19 28824

則包なのは            ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ                コナミ明石 中学（1）20 28825

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（5）21 28826

梅辻あゆみ            ｳﾒﾂｼﾞ ｱﾕﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（6）22 28829

松本梨里香            ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（6）23 28829

田内　冬華            ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）24 28829

赤木　　楓            ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）25 28829

小央　希咲            ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ                ＫＴＶ垂水 小学（5）26 28831

田島つむぐ            ﾀｼﾞﾏ ﾂﾑｸﾞ               ＫＴＶ垂水 小学（6）27 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 中学（1）28 28831

北村　桜子            ｷﾀﾑﾗ ｻｸﾗｺ               ＫＴＶ垂水 中学（1）29 28831

山下　愛貴            ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ                ＫＴＶ垂水 小学（6）30 28831

森實小百合            ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾕﾘ               ＮＳＩ御影 中学（1）31 28833

有野　　誉            ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）32 28835

端村　美輝            ﾊｼﾑﾗ ﾐｷ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）33 28835

高橋　美羽            ﾀｶﾊｼ ﾐｳ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）34 28835

河野　朋華            ｺｳﾉ ﾄﾓｶ                 ＳＡ六甲道 中学（2）35 28837

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 高校（1）36 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 中学（2）37 28838

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 中学（2）38 28838

北見　優奈            ｷﾀﾐ ﾕﾅ                  ＮＳＩ 中学（2）39 28840

福井　彩映            ﾌｸｲ ｻｴ                  ＪＳＳ川西 小学（6）40 28843

浅川穂乃佳            ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ                ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学（1）41 28847

細見　詩希            ﾎｿﾐ ｼｷ                  ＪＳＳ尼宝 小学（4）42 28849

浅川　真穂            ｱｻｶﾜ ﾏﾎ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（6）43 28855

福重　百華            ﾌｸｼｹﾞ ﾓﾓｶ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）44 28855

山田　杏奈            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ                尼崎市スポ振 高校（2）45 28865

中田　伶音            ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ                 尼崎市スポ振 小学（4）46 28865

頼末　夏希            ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ                尼崎市スポ振 中学（1）47 28865

西馬　奏美            ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ                ＪＳＳ大久保 中学（1）48 28869

北尾來怜羽            ｷﾀｵ ｸﾚﾊ                 ＳＵＮ網干 小学（6）49 28872
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高橋　心菜            ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（6）50 28874

宇奈手巴菜            ｳﾅﾃ ﾊﾅ                  ＪＳＳ姫路 中学（1）51 28875

伊藤　玲奈            ｲﾄｳ ﾚﾅ                  イトマン西神 中学（1）52 28880

高森　夏鈴            ﾀｶﾓﾘ ｶﾘﾝ                マック武庫川 中学（1）53 28881

佐井　唯莉            ｻｲ ﾕｲﾘ                  マック武庫川 中学（1）54 28881

中島　凛音            ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ                高砂ＦＣ 小学（3）55 28886

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 中学（2）56 28886

中矢　純宇            ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ                 Aqスポレスト 小学（5）57 28888

福岡　苺依            ﾌｸｵｶ ﾒｲ                 Aqスポレスト 小学（5）58 28888

橋本　　樹            ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）59 28899

花田　真子            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺ                 Ａｑ相生 中学（2）60 28904

内海　実咲            ｳﾂﾐ ﾐｻｷ                 Ａｑ相生 小学（6）61 28904

山本　夢来            ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ                 Ａｑ相生 小学（6）62 28904

向田　結菜            ﾑｶｲﾀﾞ ﾕｲﾅ               Ａｑ相生 小学（5）63 28904

常岡　結葉            ﾂﾈｵｶ ﾕｲﾊ                ＮＳＩ青垣 中学（1）64 28905

髙井　玲実            ﾀｶｲ ﾚﾐ                  Ａｑ新宮 小学（4）65 28913

玉野　紗妃            ﾀﾏﾉ ｻｷ                  神戸北町Vivo 高校（1）66 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 中学（2）67 28914

南家　亜衣            ﾅﾝｹ ｱｲ                  Ｂ＆Ｇ猪名川 中学（2）68 28931
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大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（5）1 28808

岡島　虹果            ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ               ＮＳＩ清和台 小学（6）2 28812

上枝　かえ            ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                ＮＳＩパール 小学（5）3 28826

北村　桜子            ｷﾀﾑﾗ ｻｸﾗｺ               ＫＴＶ垂水 中学（1）4 28831

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 中学（1）5 28831

福永　愛花            ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ               ＳＡ六甲道 小学（5）6 28837

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 中学（2）7 28838

竹内　心望            ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ                ＧＵＮＺＥ 小学（6）8 28867

前田　樹音            ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾈ               ＪＳＳ姫路 高校（2）9 28875

久下　絢乃            ｸｹﾞ ｱﾔﾉ                 ＮＳＩ青垣 中学（2）10 28905

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（5）11 28914
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前田　樹音            ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾈ               ＪＳＳ姫路 高校（2）1 28875

大西　璃杏            ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ                マック加古川 中学（1）2 28887
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伊藤　杏奈            ｲﾄｳ ｱﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（5）1 28805

木曽　那芽            ｷｿ ﾅﾂﾒ                  ＪＳＳ三木 小学（4）2 28810

田中　桜子            ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ                イトマン西宮 小学（3）3 28820

阿部　杏奈            ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ                 イトマン西宮 小学（3）4 28820

小川　彩莉            ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ                イトマン西宮 小学（3）5 28820

山岡ひなた            ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）6 28829

宮城玲衣花            ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）7 28829

溝口　穂華            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）8 28829

安田　　新            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）9 28835

田靡すみれ            ﾀﾅﾋﾞｷ ｽﾐﾚ               姫路ＳＳ 小学（4）10 28838

原口　かな            ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ                ＪＳＳ川西 小学（6）11 28843

亀井　心音            ｶﾒｲ ｺｺﾈ                 ＪＳＳ川西 小学（4）12 28843

松本　亜美            ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ                 ＪＳＳ尼宝 小学（6）13 28849

石原　桜空            ｲｼﾊﾗ ｻﾗ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）14 28855

小山田美空            ｺﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ                尼崎市スポ振 小学（6）15 28865

坂根　　樹            ｻｶﾈ ｲﾂｷ                 尼崎市スポ振 小学（4）16 28865

天川　結愛            ｱﾏｶﾜ ﾕｲ                 ＳＵＮ網干 小学（4）17 28872

玉利　愛佳            ﾀﾏﾘ ｱｲｶ                 イトマン三田 小学（3）18 28874

津村　涼心            ﾂﾑﾗ ｽｽﾞﾐ                ＪＳＳ姫路 小学（5）19 28875

藤川あかり            ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾘ               イトマン西神 小学（2）20 28880

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（2）21 28888

掘井　小春            ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）22 28895

森　　愛夏            ﾓﾘ ｱｲﾅ                  ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）23 28895

中筋もみじ            ﾅｶｽｼﾞ ﾓﾐｼﾞ              Ａｑ新宮 小学（5）24 28913

中山　志麻            ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ                 洲本ＳＰ 小学（5）25 28916

﨑山　紗衣            ｻｷﾔﾏ ｻｴ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）26 28921

松本向日葵            ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（4）27 28923

中山　優依            ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（6）28 28923

28/38 ページ2021年1月26日 20:25:20



女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第33回［2020年度］兵庫県冬季(6級・7級)公式記録会

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

大西　ゆあ            ｵｵﾆｼ ﾕｱ                 尼崎ＳＳ 小学（5）3 28808

日南田陽菜            ﾋﾅﾀ ﾊﾙﾅ                 ＢＩＧ姫路 中学（2）4 28821

前田　望海            ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）5 28835

原田　莉沙            ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ 中学（2）6 28840

原口　かな            ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ                ＪＳＳ川西 小学（6）7 28843

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（2）8 28888

掘井　小春            ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）9 28895

衣笠　莉沙            ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ                一宮ＳＳ 小学（5）10 28901

中山　志麻            ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ                 洲本ＳＰ 小学（5）11 28916
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日南田陽菜            ﾋﾅﾀ ﾊﾙﾅ                 ＢＩＧ姫路 中学（2）1 28821

原田　莉沙            ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ                 ＮＳＩ 中学（2）2 28840
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横佩　咲羽            ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ                イトマン川西 小学（3）1 28801

岡本　采実            ｵｶﾓﾄ ｺﾄﾐ                尼崎ＳＳ 小学（6）2 28808

片嶋　悠那            ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ                 ＪＳＳ三木 中学（1）3 28810

神場　優衣            ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）4 28812

大野　莉音            ｵｵﾉ ﾘｵﾝ                 コナミ東加古 小学（3）5 28814

井村　珠樹            ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ                 Ｓ・パティオ 中学（2）6 28816

阿部　杏奈            ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ                 イトマン西宮 小学（3）7 28820

古田　燦乃            ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ                 ＢＩＧ姫路 小学（5）8 28821

山口　桃子            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｺ               姫路スポーツ 小学（4）9 28822

金丸　咲月            ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ                コナミ西宮 小学（5）10 28824

前川　護瑚            ﾏｴｶﾜ ﾏｺ                 コナミ明石 小学（5）11 28825

清水　瑠南            ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ                 ＫＴＶ垂水 小学（6）12 28831

薮川　歩楓            ﾔﾌﾞｶﾜ ﾎﾉｶ               姫路ＳＳ 小学（3）13 28838

田中　美優            ﾀﾅｶ ﾐﾕ                  ＮＳＩ 小学（6）14 28840

西本　優愛            ﾆｼﾓﾄ ﾕｱ                 ＪＳＳ川西 小学（4）15 28843

藤原　清愛            ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾅ               ＪＳＳ川西 小学（3）16 28843

井上ふゆな            ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（5）17 28848

廣江　佐希            ﾋﾛｴ ｻｷ                  伊丹有岡ＳＳ 小学（5）18 28855

松下ひまり            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）19 28855

原　碧夏妙            ﾊﾗ ﾋﾅﾀ                  尼崎市スポ振 高校（1）20 28865

藤田　梨恋            ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ                 尼崎市スポ振 小学（6）21 28865

小林　英恵            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅｴ               ＪＳＳ大久保 中学（2）22 28869

神木　　栞            ｶﾐｷ ｼｵﾘ                 イトマン西神 小学（4）23 28880

竹内美彩乙            ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ                イトマン西神 小学（2）24 28880

中河　樹希            ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ               マック武庫川 小学（3）25 28881

下釜いろは            ｼﾓｶﾞﾏ ｲﾛﾊ               マック武庫川 中学（2）26 28881

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 高校（1）27 28881

永野　　空            ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ                 Aqスポレスト 小学（4）28 28888

片山　絃佳            ｶﾀﾔﾏ ｲﾄｶ                ＮＳＩ津名 小学（5）29 28892

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（6）30 28898

佐伯　岬咲            ｻｴｷ ﾐｻｷ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）31 28923
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岩﨑　結子            ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ                市川洗心館 中学（2）1 28806

桧皮　来望            ﾋﾜ ｸﾙﾐ                  ＪＳＳ三木 中学（1）2 28810

井村　珠樹            ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ                 Ｓ・パティオ 中学（2）3 28816

園山　莉菜            ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ                 コナミ明石 小学（6）4 28825

松田　依真            ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ                 ＪＳＳ宝塚 小学（6）5 28829

田中　美優            ﾀﾅｶ ﾐﾕ                  ＮＳＩ 小学（6）6 28840

尾藤　弥天            ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ                 ＪＳＳ川西 小学（5）7 28843

橋本　詩織            ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ                ＪＳＳ川西 小学（5）8 28843

西本　優愛            ﾆｼﾓﾄ ﾕｱ                 ＪＳＳ川西 小学（4）9 28843

井上ふゆな            ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ                ＳＵＮ姫路 小学（5）10 28848

松下ひまり            ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ                伊丹有岡ＳＳ 小学（5）11 28855

原　碧夏妙            ﾊﾗ ﾋﾅﾀ                  尼崎市スポ振 高校（1）12 28865

伊藤　玲奈            ｲﾄｳ ﾚﾅ                  イトマン西神 中学（1）13 28880

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 高校（1）14 28881

下釜いろは            ｼﾓｶﾞﾏ ｲﾛﾊ               マック武庫川 中学（2）15 28881

藤定　晴香            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾊﾙｶ              マック加古川 中学（2）16 28887

石川ひより            ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ                Aqスポレスト 中学（1）17 28888

柏井　仁那            ｶｼﾜｲ ﾆﾅ                 ＪＳＳ北神戸 小学（4）18 28899

曲本　茉央            ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）19 28899

花田　真子            ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺ                 Ａｑ相生 中学（2）20 28904
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岩﨑　結子            ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ                市川洗心館 中学（2）1 28806

小林　英恵            ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅｴ               ＪＳＳ大久保 中学（2）2 28869

藤定　晴香            ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾊﾙｶ              マック加古川 中学（2）3 28887

石川ひより            ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ                Aqスポレスト 中学（1）4 28888
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山内あかり            ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ                雲雀丘学園高 高校（1）1 28631

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｻﾗ                 尼崎ＳＳ 中学（2）2 28808

園山　星菜            ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ                尼崎ＳＳ 小学（5）3 28808

大上　　結            ｵｵｳｴ ﾕｲ                 ＪＳＳ三木 小学（6）4 28810

原　　愛子            ﾊﾗ ｱｲｺ                  ＪＳＳ三木 小学（6）5 28810

平　　実花            ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ                 ＪＳＳ三木 小学（5）6 28810

井澤　明里            ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ                コナミ東加古 小学（3）7 28814

寺本莉佳子            ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ                イトマン神戸 小学（3）8 28815

森岡　晃子            ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ                Ｓ・パティオ 小学（4）9 28816

谷田　真央            ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ西紀 小学（4）10 28817

坂井さくら            ｻｶｲ ｻｸﾗ                 ＢＩＧ姫路 中学（2）11 28821

山口　葵子            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｺ               姫路スポーツ 小学（6）12 28822

小林　優来            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ                姫路スポーツ 小学（3）13 28822

勝部　　凛            ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩパール 小学（5）14 28826

池本　彩乃            ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ                ＮＳＩ御影 高校（1）15 28833

安田　　新            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（3）16 28835

米虫　　彩            ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）17 28835

井手口愛依            ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ               伊丹有岡ＳＳ 小学（5）18 28855

加治屋亜苺            ｶｼﾞﾔ ｱｲ                 ＮＳＩ神鉄 中学（1）19 28857

次橋　胡桃            ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ神鉄 小学（6）20 28857

坂根　　樹            ｻｶﾈ ｲﾂｷ                 尼崎市スポ振 小学（4）21 28865

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（6）22 28865

笠川　紗里            ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ                ＳＵＮ加西 小学（6）23 28866

大西　日葵            ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ                イトマン西神 小学（4）24 28880

橋本　怜奈            ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ                イトマン西神 小学（3）25 28880

藤本　珠生            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ               高砂ＦＣ 小学（4）26 28886

曲本　茉央            ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）27 28899

中村　翠希            ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ               一宮ＳＳ 小学（4）28 28901

上月　　萌            ｺｳﾂﾞｷ ﾓｴ                Ａｑ神河 小学（4）29 28903

宮城　　和            ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ               Ａｑ相生 高校（1）30 28904

中筋もみじ            ﾅｶｽｼﾞ ﾓﾐｼﾞ              Ａｑ新宮 小学（5）31 28913

井上　紗良            ｲﾉｳｴ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）32 28921
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小方　桃菜            ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 中学（3）1 28815

山口　葵子            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｺ               姫路スポーツ 小学（6）2 28822

土井　菜月            ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ                 姫路スポーツ 小学（5）3 28822

勝部　　凛            ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ                 ＮＳＩパール 小学（5）4 28826

加治屋亜苺            ｶｼﾞﾔ ｱｲ                 ＮＳＩ神鉄 中学（1）5 28857

中田　伶音            ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ                 尼崎市スポ振 小学（4）6 28865

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               ＳＵＮ加西 小学（6）7 28866

笠川　紗里            ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ                ＳＵＮ加西 小学（6）8 28866

坂本　明梨            ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ                家島ＳＣ 小学（6）9 28924
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小方　桃菜            ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ                イトマン神戸 中学（3）1 28815
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山内あかり            ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ                雲雀丘学園高 高校（1）1 28631

五百磐紗奈            ｲﾆﾜ ｻﾅ                  イトマン川西 小学（3）2 28801

川村　心咲            ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ                イトマン川西 小学（3）3 28801

横佩　咲羽            ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ                イトマン川西 小学（3）4 28801

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

金子　心結            ｶﾈｺ ﾕﾕ                  尼崎ＳＳ 小学（6）6 28808

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｻﾗ                 尼崎ＳＳ 中学（2）7 28808

園山　星菜            ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ                尼崎ＳＳ 小学（5）8 28808

吉田　菖乃            ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ                尼崎ＳＳ 小学（6）9 28808

大津　彩葉            ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                 尼崎ＳＳ 小学（5）10 28808

大西　ゆあ            ｵｵﾆｼ ﾕｱ                 尼崎ＳＳ 小学（5）11 28808

上阪　　萌            ｳｴｻｶ ﾓｴ                 コナミ東加古 小学（4）12 28814

山城　杏未            ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ                 イトマン神戸 小学（2）13 28815

井本　奈那            ｲﾓﾄ ﾅﾅ                  イトマン神戸 小学（3）14 28815

村田　彩心            ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ                 イトマン神戸 小学（2）15 28815

山内菜々子            ﾔﾏｳﾁ ﾅﾅｺ                Ｓ・パティオ 小学（6）16 28816

林　　結萌            ﾊﾔｼ ﾕﾒ                  Ｓ・パティオ 小学（6）17 28816

森岡　晃子            ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ                Ｓ・パティオ 小学（4）18 28816

川崎　柚季            ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ               Ｓ・パティオ 小学（4）19 28816

谷田　真央            ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ西紀 小学（4）20 28817

小寺　心結            ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ                 ＢＩＧ姫路 小学（6）21 28821

小寺　里奈            ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ                 ＢＩＧ姫路 小学（3）22 28821

田中愛優美            ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ                 コナミ西宮 小学（3）23 28824

前川　護瑚            ﾏｴｶﾜ ﾏｺ                 コナミ明石 小学（5）24 28825

中村　仁菜            ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（3）25 28826

菊地　陽菜            ｷｸﾁ ﾋﾅ                  ＮＳＩパール 小学（3）26 28826

沼田　幸奈            ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）27 28829

黒田　愛美            ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）28 28829

久保　美寧            ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ                ＪＳＳ宝塚 小学（5）29 28829

北村　苺唯            ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ                 ＪＳＳ宝塚 小学（5）30 28829

堀　　花楓            ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）31 28829

小野友梨乃            ｵﾉ ﾕﾘﾉ                  ＫＴＶ垂水 中学（1）32 28831

高田　美玲            ﾀｶﾀﾞ ﾐﾚｲ                ＮＳＩ御影 小学（5）33 28833

薮川　歩楓            ﾔﾌﾞｶﾜ ﾎﾉｶ               姫路ＳＳ 小学（3）34 28838

井垣　柚穂            ｲｶﾞｷ ﾕｽﾞﾎ               姫路ＳＳ 小学（6）35 28838

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 高校（1）36 28838

中畑たまき            ﾅｶﾊﾀ ﾀﾏｷ                姫路ＳＳ 中学（2）37 28838

山田結希菜            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ                ＮＳＩ 小学（5）38 28840

福井　彩映            ﾌｸｲ ｻｴ                  ＪＳＳ川西 小学（6）39 28843

定　　澪莉            ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ                 ＪＳＳ尼宝 小学（2）40 28849

中澤　恋羽            ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾈ               ＪＳＳ尼宝 小学（5）41 28849

福重　百華            ﾌｸｼｹﾞ ﾓﾓｶ               伊丹有岡ＳＳ 小学（6）42 28855

大西　彩生            ｵｵﾆｼ ｻｷ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（3）43 28855

上田　奈々            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（4）44 28855

石原　桜空            ｲｼﾊﾗ ｻﾗ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（5）45 28855

浅川　真穂            ｱｻｶﾜ ﾏﾎ                 伊丹有岡ＳＳ 小学（6）46 28855

次橋　胡桃            ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ               ＮＳＩ神鉄 小学（6）47 28857

酒井　優歩            ｻｶｲ ﾕﾎ                  コナミ三田 小学（4）48 28860

大倉　咲良            ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ                コナミ三田 小学（5）49 28860
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岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               ＳＵＮ加西 小学（6）50 28866

田邉あけの            ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ                ＳＵＮ加西 小学（4）51 28866

濱野　　鈴            ﾊﾏﾉ ﾘﾝ                  ＪＳＳ姫路 小学（5）52 28875

島崎　璃子            ｼﾏｻｷ ﾘｺ                 ＪＳＳ姫路 小学（5）53 28875

大町紀々香            ｵｵﾏﾁ ﾉﾉｶ                マック武庫川 小学（5）54 28881

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                こうでら 小学（4）55 28883

辻本　優珠            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ               マック加古川 小学（5）56 28887

伊藤　瑠伽            ｲﾄｳ ﾙｶ                  マック加古川 小学（3）57 28887

大山　陽愛            ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ                 マック加古川 小学（3）58 28887

大西　璃杏            ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ                マック加古川 中学（1）59 28887

木山　絢香            ｷﾔﾏ ｱﾔｶ                 Aqスポレスト 中学（2）60 28888

松尾　颯希            ﾏﾂｵ ｻﾂｷ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（5）61 28895

西山　真帆            ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ                 一宮ＳＳ 小学（4）62 28901

塚本　彩音            ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ                一宮ＳＳ 小学（4）63 28901

細見湖々羽            ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                 ＮＳＩ青垣 小学（4）64 28905

久下　絢乃            ｸｹﾞ ｱﾔﾉ                 ＮＳＩ青垣 中学（2）65 28905

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               神戸北町Vivo 小学（5）66 28914

佐伯　岬咲            ｻｴｷ ﾐｻｷ                 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）67 28923

鴨崎　莉子            ｶﾓｻﾞｷ ﾘｺ                ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学（5）68 28923

坂本　明梨            ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ                家島ＳＣ 小学（6）69 28924
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