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28385
氏名: カナ: 学校:No.:

明石清水高校
性別:

谷塚　俊介           ﾀﾆﾂｶ ｼｭﾝｽｹ           高校（3）1 男子

村上　柚希           ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ            高校（1）2 男子

山下　菜月           ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ             高校（2）3 女子

小林　千紘           ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ            高校（2）4 女子

28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別:

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            高校（2）1 男子

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             高校（2）2 女子

松村　幸音           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ             高校（1）3 女子

28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別:

岡本　稜久           ｵｶﾓﾄ ﾘｸ              高校（2）1 男子

伊藤　寛記           ｲﾄｳ ﾋﾛｷ              高校（2）2 男子

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              高校（3）3 女子

松田　理沙           ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ              高校（3）4 女子

28613
氏名: カナ: 学校:No.:

村野工業高校
性別:

山﨑　　樹           ﾔﾏｻｷ ｲﾂｷ             高校（3）1 男子

重國　陽壮           ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ            高校（2）2 男子

中塚　一真           ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ            高校（1）3 男子

28615
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨学園高校
性別:

重本孝太郎           ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          高校（3）1 男子

大平　理登           ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ             高校（2）2 男子

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            高校（1）3 男子

津田　歩季           ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ             高校（3）4 女子

松野仁衣奈           ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ              高校（2）5 女子

28618
氏名: カナ: 学校:No.:

報徳学園高校
性別:

川越　悠河           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ           高校（2）1 男子

清水　歩空           ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ            高校（2）2 男子

吉武勇太朗           ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ           高校（2）3 男子

川野　礼夢           ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ              高校（1）4 男子

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別:

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              高校（2）1 男子

大槻　駿斗           ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ             中学（2）2 男子

仁川　遥斗           ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ              中学（2）3 男子

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             中学（2）4 男子

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               中学（1）5 男子

大﨑　一輝           ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ            小学（6）6 男子

小倉　悠愛           ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ              中学（3）7 女子

上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             中学（3）8 女子
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28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別:

石川　　煌           ｲｼｶﾜ ｺｳ              小学（6）1 男子

鳥塚瑛太郎           ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ           小学（5）2 男子

吉田　　凜           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ              中学（2）3 女子

尾関　葵衣           ｵｾﾞｷ ｱｵｲ             小学（4）4 女子

竹原千紗葵           ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ             小学（4）5 女子

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別:

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             中学（2）1 男子

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              中学（2）2 女子

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             中学（2）3 女子

青木　凛菜           ｱｵｷ ﾘﾝﾅ              小学（4）4 女子

林　　莉央           ﾊﾔｼ ﾘｵ               小学（4）5 女子

28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別:

長戸　春樹           ﾅｶﾞﾄ ﾊﾙｷ             中学（3）1 男子

森　　颯汰           ﾓﾘ ｿｳﾀ               中学（2）2 男子

橋本　誠也           ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ             中学（2）3 男子

28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別:

伊藤　　育           ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ             小学（5）1 女子

28888
氏名: カナ: 学校:No.:

Aqスポレスト
性別:

福岡　苺依           ﾌｸｵｶ ﾒｲ              小学（5）1 女子

中矢　純宇           ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ              小学（5）2 女子

28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別:

藤波　祥景           ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ          小学（5）1 男子

寺坂　直晃           ﾃﾗｻｶ ﾅｵｱｷ            小学（4）2 男子

近藤　　翔           ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ            小学（4）3 男子
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