
男子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県Ｊｒ新春記録会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 野田　怜穏 ﾉﾀﾞ ﾚｵﾝ 28101 大久保北中学 中学 (3)

2 奥山　航希 ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ 28101 大久保北中学 中学 (2)

3 金村　光琉 ｶﾈﾑﾗ ﾋｶﾙ 28101 大久保北中学 中学 (2)

4 矢野　晴大 ﾔﾉ ｾｲﾀ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

5 藤原健太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

6 江上　甲起 ｴｶﾞﾐ ｺｳｷ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

7 福島　凱充 ﾌｸｼﾏ ﾄｷｱ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

8 折本　洋輔 ｵﾘﾓﾄ ﾖｳｽｹ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

9 酒井　博文 ｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

10 田中　悠典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 28418 龍野北高校 高校 (1)

11 春岡　大和 ﾊﾙｵｶ ﾔﾏﾄ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

12 森田　　颯 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾃ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

13 廣田　楓真 ﾋﾛﾀ ﾌｳﾏ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

14 仲井康詞郎 ﾅｶｲ ｺｳｼﾛｳ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

15 畑本　琉希 ﾊﾀﾓﾄ ﾘｭｳｷ 28613 村野工業高校 高校 (2)

16 奥田　　薫 ｵｸﾀﾞ ｶｵﾙ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

17 松岡　賢史 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

18 寺内　鴎介 ﾃﾗｳﾁ ｵｳｽｹ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

19 岩永　　怜 ｲﾜﾅｶﾞ ﾚﾝ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

20 福住ｶﾙﾒﾛ翼 ﾌｸｽﾞﾐ ｶﾙﾒﾛﾂﾊﾞｻ 28801 イトマン川西 小学 (4)

21 田中　旺佑 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 28801 イトマン川西 小学 (3)

22 山口　慶悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 28801 イトマン川西 小学 (3)

23 河田　志優 ｶﾜﾀ ｼｭｳ 28801 イトマン川西 小学 (3)

24 木村　陽人 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 28801 イトマン川西 小学 (2)

25 谷口　遥希 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

26 児玉　英知 ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

27 和田　悠希 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

28 荒本　稜太 ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

29 岩﨑　壱知 ｲﾜｻｷ ｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

30 鎌田朔太郎 ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

31 増田　泰千 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

32 一杉　康介 ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｽｹ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

33 渡辺　知哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

34 原　　壮太 ﾊﾗ ｿｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

35 安部　颯利 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

36 田平　　匠 ﾀﾋﾗ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

37 谷口　悠都 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

38 永本　陽仁 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

39 角野　七仁 ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

40 甲斐田尚希 ｶｲﾀﾞ ﾅｵｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

41 井上　智詞 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

42 田中　祐成 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

43 蛭子　翔馬 ｴﾋﾞｽ ｼｮｳﾏ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

44 佐野　佳輝 ｻﾉ ﾖｼｷ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

45 佐野　新太 ｻﾉ ｱﾗﾀ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

46 塗矢　航大 ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

47 薬師神日向 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

48 町　穣之心 ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

49 小林　海翔 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

50 村田　龍白 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｸ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)
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51 岩川　直矢 ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

52 山本　紘暖 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

53 北川　大晴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (3)

54 榎本　　塁 ｴﾉﾓﾄ ﾙｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (3)

55 習田奏一郎 ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

56 生田　昊大 ｲｸﾀ ｿﾗﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

57 桑原　　諒 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

58 竹内　映貴 ﾀｹｳﾁ ｴｲｷ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

59 高橋　杏綺 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

60 原　　大智 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

61 石井　大地 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

62 長谷　颯恭 ﾊｾ ｿｳｽｹ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

63 川名　柊羽 ｶﾜﾅ ｼｭｳ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

64 長谷　有士 ﾊｾ ｱﾙﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

65 松田　紘生 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｾｲ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

66 塩見　咲人 ｼｵﾐ ｻｷﾄ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (4)

67 外薗　大和 ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

68 家氏　陽大 ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

69 長原　碧生 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱｵｲ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

70 三好翔太郎 ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

71 門野　凱斗 ｶﾄﾞﾉ ｶｲﾄ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

72 鳥塚瑛太郎 ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

73 土岐　脩雅 ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

74 濱口　雄飛 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

75 吉田　大範 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

76 白尾　裕介 ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

77 玉野　陽大 ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

78 鳥居　裕央 ﾄﾘｲ ﾋﾛﾀｶ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

79 貝藤　暖真 ｶｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

80 金村優次郎 ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

81 伊藤　圭吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

82 平井誠太郎 ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

83 杉原　壮真 ｽｷﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

84 清井　良寛 ｾｲｲ ﾖｼﾋﾛ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

85 長谷川　漣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

86 福井承太郎 ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

87 中島　温人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

88 比良　航裕 ﾋﾗ ｺｳｽｹ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

89 森岡　諒次 ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

90 山本航太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

91 井上　海地 ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

92 渡邉昊之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

93 井筒　大晴 ｲﾂﾞﾂ ﾀｲｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

94 森井　透羽 ﾓﾘｲ ﾄﾜ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

95 立花　葵人 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ 28819 ＴＸ明石 小学 (3)

96 坪倉　璃空 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

97 井筒　広晴 ｲﾂﾞﾂ ｺｳｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

98 福田　慎久 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (1)

99 金乙　達也 ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ 28820 イトマン西宮 高校 (1)

100 小寺　優人 ｺﾃﾗ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (6)
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101 衛門　刻史 ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

102 鈴木　梗乎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

103 金田　　碧 ｶﾈﾀﾞ ｱｵ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

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

105 田中進士郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

106 今城　湧斗 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

107 赤池　奏大 ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

108 大島　朋也 ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

109 小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

110 溝端　昇真 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

111 柏原　蒼真 ｶｼﾊﾗ ｿｳﾏ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

112 内海　　咲 ｳﾂﾐ ｻｸ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

113 宮原　　陸 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｸ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

114 武田　昇大 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

115 高瀬　功基 ﾀｶｾ ｺｳｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

116 上谷　悠人 ｶﾐﾀﾆ ﾕｳﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

117 杉本　朋哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

118 米田　葵祐 ﾖﾈﾀﾞ ｵｳｽｹ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

119 有馬　岳翔 ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

120 金丸　朝陽 ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

121 松野津栄紀 ﾏﾂﾉ ﾂﾊﾞｷ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

122 青木　爽馬 ｱｵｷ ｿｳﾏ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

123 金田　陽向 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 小学 (4)

124 松本丞太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 28825 コナミ明石 小学 (3)

125 中田宗太郎 ﾅｶﾀ ｿｳﾀﾛｳ 28825 コナミ明石 小学 (2)

126 清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (1)

127 加藤　航太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

128 山本　唯勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

129 石金　正大 ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

130 市野　　陸 ｲﾁﾉ ﾘｸ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

131 知念　陸斗 ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

132 西口　侑希 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

133 岸本　蒼大 ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

134 山本　結勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

135 竹腰　大悟 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

136 白井　大翔 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

137 西川　楓人 ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

138 竹腰　基佑 ﾀｹｺｼ ｷｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

139 光田　　聡 ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

140 牧野　郁哉 ﾏｷﾉ ｲｸﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

141 川端　泰寛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

142 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

143 佐藤　碧音 ｻﾄｳ ｱｵﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

144 望月　健成 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾙ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

145 福井漱一郎 ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

146 北風　遥馬 ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

147 植野　真優 ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

148 浜脇　幸佑 ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

149 藤本　千颯 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

150 別所優之介 ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳﾉｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (1)

2021/12/17 13:10 3/72 ページ



男子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県Ｊｒ新春記録会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

151 栗林　龍暉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

152 小山　悠斗 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

153 大橋　和馬 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

154 吉川　陸斗 ﾖｼｶﾜ ﾘｸﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

155 進木　綾斗 ｼﾝｷ ｱﾔﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

156 田島　颯士 ﾀｼﾞﾏ ｿｳｼ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

157 村上　陽音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

158 辻本　陽琉 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊﾙ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

159 枚田　亘生 ﾋﾗﾀ ｺｳｾｲ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

160 橋本　圭右 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

161 徳富　蓮人 ﾄｸﾄﾐ ﾚﾝﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

162 椿　　和己 ﾂﾊﾞｷ ｶｽﾞｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

163 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

164 永井亜怜駆 ﾅｶﾞｲ ｱﾚｸ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (3)

165 古家　優太 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾀ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

166 冨士田大佑 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

167 相見　悠人 ｱｲﾐ ﾊﾙﾄ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

168 大畠　　渉 ｵｵﾊﾀ ﾜﾀﾙ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

169 畑中　悠輝 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

170 古川　　将 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

171 清水大志郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼﾛｳ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (5)

172 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (3)

173 中橋　頼治 ﾅｶﾊｼ ﾗｲﾁ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (3)

174 田中　裕大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

175 有野　耀一 ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

176 久下禮次郎 ｸｹﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

177 曽我　陽虎 ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

178 小川　瑞貴 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

179 安田　雄飛 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

180 塩井　琥大 ｼｵｲ ｺﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

181 渡邊　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

182 河上　燿成 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

183 岡本　　悠 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

184 横田　湊士 ﾖｺﾀ ﾐﾅﾄ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (3)

185 東後　　仁 ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

186 磯崎　優大 ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

187 木村　勇翔 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

188 弘中　芳樹 ﾋﾛﾅｶ ﾖｼｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

189 貝原　悠希 ｶｲﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

190 三木　悠生 ﾐｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

191 井口　陽翔 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

192 松下　聡志 ﾏﾂｼﾀ ｿｳｼ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

193 弘中　孝樹 ﾋﾛﾅｶ ｱﾂｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

194 兼井　琉成 ｶﾈｲ ﾙｲﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (1)

195 長谷川翔土 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

196 平野　維吹 ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (2)

197 森本　陽光 ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

198 和田　陽希 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

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

200 横山凛太朗 ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)
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201 寺本　一翔 ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

202 小林　歓多 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

203 藤川　　結 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

204 桑田　悠成 ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ 28845 西脇天神池 中学 (1)

205 小川　桃吾 ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 28845 西脇天神池 小学 (6)

206 柴田　蓮心 ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ 28845 西脇天神池 小学 (5)

207 角田　快斗 ﾂﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 28845 西脇天神池 小学 (5)

208 宮前　紫音 ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (3)

209 木村　緑葉 ｷﾑﾗ ﾛｸﾊ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (6)

210 宮前　世来 ﾐﾔﾏｴ ｾﾗ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (6)

211 和田　琉来 ﾜﾀﾞ ﾘｸ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (4)

212 坂田　恭平 ｻｶﾀ ｷｮｳﾍｲ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (3)

213 岡部　斡弥 ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

214 蛭子　瑛人 ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

215 田中　陽大 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

216 福徳　紘輔 ﾌｸﾄｸ ｺｳｽｹ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

217 三路　瑞生 ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

218 寺田　　湊 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

219 飯村　悠太 ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

220 前田成志朗 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

221 山岸　新大 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

222 小川　叶登 ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

223 相馬　優歩 ｿｳﾏ ﾕｳｱ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

224 飯村　謙太 ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

225 薦田　琉生 ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

226 寺田　　翔 ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

227 森田　将生 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

228 佐藤　煌青 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (3)

229 前田　大樹 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

230 藤井　勇聖 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

231 菱田　正己 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

232 西川　　遼 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

233 釘宮　悠旗 ｸｷﾞﾐﾔ ﾕｳｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

234 上田　涼介 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

235 打田　和斗 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

236 栗原　直人 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

237 菱田　正真 ﾋｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

238 鶴田　亮介 ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 28860 コナミ三田 小学 (6)

239 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

240 吉田　　櫂 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 28860 コナミ三田 小学 (5)

241 水谷　真大 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 28860 コナミ三田 小学 (4)

242 濱井　奏人 ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ 28860 コナミ三田 小学 (3)

243 渡邊　仁揮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｷ 28860 コナミ三田 小学 (3)

244 鈴木　健介 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 28860 コナミ三田 小学 (2)

245 田中　徠聖 ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 28860 コナミ三田 小学 (2)

246 堀江　泰伸 ﾎﾘｴ ﾀｲｼﾝ 28860 コナミ三田 小学 (2)

247 坂井康士朗 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 28860 コナミ三田 小学 (2)

248 野口隆之介 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

249 阿部　真澪 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

250 高見　和志 ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)
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251 大谷　悠貴 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)

252 高見　悠生 ﾀｶﾐ ﾕｳｾｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (2)

253 林田　寅太 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾗﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (2)

254 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

255 松田　京真 ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

256 長田　凰良 ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

257 三路　秋人 ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

258 川口　虎鉄 ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

259 美崎剣志郎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

260 足立　拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

261 溝口　遼太 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

262 和田　流一 ﾜﾀﾞ ﾙｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

263 三島　大雅 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

264 桑畑　朋希 ｸﾜﾊﾀ ﾄﾓｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

265 杉本　和輝 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

266 藤原　秀斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

267 森　　優仁 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

268 中井　俊佑 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

269 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (4)

270 角　　海吏 ｽﾐ ｶｲﾘ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (3)

271 田原　朝陽 ﾀﾊﾗ ｱｻﾋ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

272 森　　春馬 ﾓﾘ ﾊﾙﾏ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (1)

273 小島　武晃 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

274 寺田　　隼 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

275 長澤　樹男 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｷｵ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

276 松村　晃大 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

277 山本　　耀 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

278 岩﨑　昂成 ｲﾜｻｷ ｺｳｾｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

279 下田　悠希 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

280 小島　聖司 ｺｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

281 芝　真太郎 ｼﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

282 片山　湊都 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

283 岡本　尚寛 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

284 前田　俊晴 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

285 児島　優叶 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 高校 (1)

286 内海　陽生 ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

287 佐藤煌太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

288 上川　貴久 ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

289 三浦亜翔夢 ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

290 東藤　寛人 ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

291 塚原　　奏 ﾂｶﾊﾗ ｿｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

292 肥塚　慶人 ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

293 香川　幸城 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

294 岡本　　翼 ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

295 間彦　慶亮 ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

296 阪田　悠真 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

297 曽谷晟太郎 ｿﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

298 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

299 藤井　祐丞 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 28874 イトマン三田 小学 (6)

300 ｶﾞｰﾃﾝﾊﾞｲﾃｲﾗｰ ｶﾞｰﾃﾝﾊﾞｲ ﾃｲﾗｰ 28874 イトマン三田 小学 (5)
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301 西澤　陽翔 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ 28874 イトマン三田 小学 (5)

302 中山　和樹 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

303 福井　近良 ﾌｸｲ ﾁｶﾗ 28874 イトマン三田 小学 (4)

304 川中　　洵 ｶﾜﾅｶ ｼﾞｭﾝ 28874 イトマン三田 小学 (4)

305 東田　尊陽 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｱｷﾗ 28874 イトマン三田 小学 (3)

306 本荘　佑真 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 28874 イトマン三田 小学 (3)

307 木元　俐斗 ｷﾓﾄ ﾘﾄ 28874 イトマン三田 小学 (3)

308 船越　蒼巧 ﾌﾅｺｼ ｿｳﾀ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (1)

309 喜田　藍琉 ｷﾀﾞ ｱｲﾙ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

310 濵田　幸空 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

311 小林　悠琥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｸ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

312 中尾伸之介 ﾅｶｵ ｼﾝﾉｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

313 宇奈手悠人 ｳﾅﾃ ﾕｳﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

314 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

315 中村　莉久 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

316 川崎　隼澄 ｶﾜｻｷ ﾊﾔﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (2)

317 荒木　桜介 ｱﾗｷ ｵｳｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (1)

318 小川　颯大 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

319 山本　晄成 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (6)

320 小川　雄世 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (5)

321 池田　大志 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ 28880 イトマン西神 小学 (4)

322 岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 28880 イトマン西神 小学 (4)

323 前田　　湊 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28880 イトマン西神 小学 (4)

324 破入　陽彰 ﾊﾆｭｳ ﾊﾙｷ 28880 イトマン西神 小学 (3)

325 皆越　　隼 ﾐﾅｺｼ ｼｭﾝ 28880 イトマン西神 小学 (2)

326 藤岡　琉義 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｭｳｷﾞ 28880 イトマン西神 小学 (2)

327 八橋　慶祐 ﾔﾂﾊｼ ｹｲｽｹ 28880 イトマン西神 小学 (2)

328 長谷川　朔 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸ 28880 イトマン西神 小学 (1)

329 竹内　俊貴 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 28880 イトマン西神 小学 (1)

330 鷹取　　響 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾋﾞｷ 28881 マック武庫川 中学 (1)

331 中島　琉矢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾔ 28881 マック武庫川 中学 (1)

332 藤尾　怜生 ﾌｼﾞｵ ﾚｲ 28883 こうでら 小学 (6)

333 中山　恭之 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 28883 こうでら 小学 (6)

334 水谷　悠聖 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ 28883 こうでら 小学 (6)

335 川村　圭佑 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ 28883 こうでら 小学 (4)

336 中山　俊之 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 28883 こうでら 小学 (4)

337 森崎　太一 ﾓﾘｻｷ ﾀｲﾁ 28883 こうでら 小学 (3)

338 灘　　幸翼 ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

339 小川　勇人 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

340 林　　晃大 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

341 伊藤　琉真 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 28887 マック加古川 小学 (6)

342 髙山　朝陽 ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ 28887 マック加古川 小学 (6)

343 石倉　大聖 ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ 28887 マック加古川 小学 (6)

344 大西　琉叶 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ 28887 マック加古川 小学 (6)

345 田村　悠葵 ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 28887 マック加古川 小学 (5)

346 中村青太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 28887 マック加古川 小学 (4)

347 田村　樹葵 ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 28887 マック加古川 小学 (2)

348 岡本　圭右 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

349 中野壮二郎 ﾅｶﾉ ｿｳｼﾞﾛｳ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

350 福田　晶斗 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)
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351 和泉　僚真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

352 土井健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

353 牧　　遼磨 ﾏｷ ﾘｮｳﾏ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

354 渡邊　裕珂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

355 五百蔵真尋 ｲｵﾛｲ ﾏﾋﾛ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

356 時宗　諒成 ﾄｷﾑﾈ ﾘｮｳｾｲ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

357 福田　瑛太 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

358 神澤　大希 ｶﾝｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (4)

359 大林　想汰 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

360 岩本　朱鳥 ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ 28898 佐用ＳＳ 小学 (6)

361 藤井　直人 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

362 田中　　維 ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

363 吉田琳太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

364 澤田　俊介 ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

365 清水　維月 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (4)

366 栗浦　拓海 ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ 28914 神戸北町Vivo 中学 (1)

367 竹中　蒼人 ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ 28916 洲本ＳＰ 中学 (1)

368 竹中　伯燿 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)

369 原口　煌生 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 28926 ＳＴ淡路 小学 (6)

370 若林　秀篤 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 28926 ＳＴ淡路 小学 (6)

371 大和真一郎 ﾔﾏﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

372 下野　真矢 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

373 西尾　安生 ﾆｼｵ ｱｵｲ 28926 ＳＴ淡路 小学 (4)

374 浅井航士郎 ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ 28926 ＳＴ淡路 小学 (3)

375 白井　大誠 ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

376 三昌　拓真 ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

377 澤　　遥輝 ｻﾜ ﾊﾙｷ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

378 南田　真和 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

379 井上　航希 ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

380 此下　悠人 ｺﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

381 森岡　　巧 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

382 横山　慶太 ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

383 中井　新大 ﾅｶｲ ｱﾗﾀ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

384 髙木　柊志 ﾀｶｷﾞ ﾄｳｼﾞ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

385 永野　天我 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ 28932 ＴＸ夙川 中学 (3)

386 綿谷　勇人 ﾜﾀﾀﾆ ﾕｳﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (4)

387 喜多　陽仁 ｷﾀ ﾀｶﾋﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)

388 永野　鳳我 ﾅｶﾞﾉ ｵｵｶﾞ 28932 ＴＸ夙川 小学 (2)

389 谷河　知郷 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (2)
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1 森本　太心 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 山野　輝斗 ﾔﾏﾉ ﾃﾙﾄ 28101 大久保北中学 中学 (2)

3 藤原健太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

4 折本　洋輔 ｵﾘﾓﾄ ﾖｳｽｹ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

5 大西　志道 ｵｵﾆｼ ｼﾄﾞｳ 28418 龍野北高校 高校 (1)

6 田中　悠典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 28418 龍野北高校 高校 (1)

7 前田　翔太 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

8 森田　　颯 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾃ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

9 廣田　楓真 ﾋﾛﾀ ﾌｳﾏ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

10 仲井康詞郎 ﾅｶｲ ｺｳｼﾛｳ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

11 畑本　琉希 ﾊﾀﾓﾄ ﾘｭｳｷ 28613 村野工業高校 高校 (2)

12 神澤　流風 ｶﾐｻﾜ ﾅﾋﾞｷ 28613 村野工業高校 高校 (2)

13 玉田賢史朗 ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 28613 村野工業高校 高校 (1)

14 松岡　賢史 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

15 寺内　鴎介 ﾃﾗｳﾁ ｵｳｽｹ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

16 福井　映輔 ﾌｸｲ ｴｲｽｹ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

17 三島　昭広 ﾐｼﾏ ｱｷﾋﾛ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

18 関川　　毅 ｾｷｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

19 三谷　宜輝 ﾐﾀﾆ ﾖｼｱｷ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

20 福住ｶﾙﾒﾛ翼 ﾌｸｽﾞﾐ ｶﾙﾒﾛﾂﾊﾞｻ 28801 イトマン川西 小学 (4)

21 澤　　曉宏 ｻﾜ ｱｷﾋﾛ 28801 イトマン川西 小学 (4)

22 小物谷悠人 ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ 28801 イトマン川西 小学 (4)

23 西野　晴紀 ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

24 谷口　遥希 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

25 和田　悠希 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

26 岩﨑　壱知 ｲﾜｻｷ ｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

27 櫻井　　佑 ｻｸﾗｲ ﾕｳ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

28 鎌田朔太郎 ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

29 藤田　雄成 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

30 安部　颯利 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

31 疋谷　礼穏 ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

32 甲斐田尚希 ｶｲﾀﾞ ﾅｵｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

33 桝田　恭成 ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

34 井上　智詞 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

35 田中　祐成 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

36 和田　周我 ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

37 寺口　琥童 ﾃﾗｸﾞﾁ ｺﾄﾞｳ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

38 佐野　新太 ｻﾉ ｱﾗﾀ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

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

40 塗矢　航大 ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

41 志田　一輝 ｼﾀﾞ ｲｯｷ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

42 薬師神日向 ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

43 傳谷孝太郎 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

44 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

45 村田　龍白 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｸ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

46 木下　莱翔 ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

47 生田　昊大 ｲｸﾀ ｿﾗﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

48 竹内　映貴 ﾀｹｳﾁ ｴｲｷ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

49 長谷　有士 ﾊｾ ｱﾙﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

50 大谷　憲佑 ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)
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51 松岡　颯人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

52 上阪　　潤 ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

53 長原　一颯 ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

54 錦織　郁斗 ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

55 長谷川　漣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

56 村岡　悠夢 ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

57 福井承太郎 ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

58 渡邉桜士朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

59 井筒　大晴 ｲﾂﾞﾂ ﾀｲｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

60 金乙　達也 ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ 28820 イトマン西宮 高校 (1)

61 原　　直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

62 小寺　優人 ｺﾃﾗ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

63 衛門　刻史 ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

64 鈴木　梗乎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

65 金田　　碧 ｶﾈﾀﾞ ｱｵ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

66 縄田　颯悟 ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ 28821 ＢＩＧ姫路 高校 (1)

67 山本　悠陽 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

68 大島　朋也 ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

69 梅本　樹綸 ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

70 小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

71 高瀬　功基 ﾀｶｾ ｺｳｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

72 福田　將真 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28825 コナミ明石 中学 (2)

73 小西　結斗 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 28825 コナミ明石 中学 (2)

74 金田　陽向 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 小学 (4)

75 山澤　空竜 ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

76 山本　唯勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

77 西口　侑希 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

78 山本　結勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

79 竹腰　大悟 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

80 白井　大翔 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

81 竹腰　基佑 ﾀｹｺｼ ｷｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

82 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

83 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

84 大橋　和馬 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

85 小西　悠策 ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

86 永井亜怜駆 ﾅｶﾞｲ ｱﾚｸ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (3)

87 森　　夕陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

88 大畠　　聡 ｵｵﾊﾀ ｻﾄｼ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

89 濱口　航雅 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

90 田中　裕大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

91 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

92 有野　耀一 ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

93 曽我　陽虎 ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

94 東後　　仁 ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

95 坂本　秀幸 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

96 兼井　陸成 ｶﾈｲ ﾘｸﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

97 木村　勇翔 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

98 新谷　祐希 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

99 平野　維吹 ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (2)

100 森本　陽光 ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)
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101 新谷　柊介 ｼﾝﾀﾆ ｼｭｳｽｹ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

102 山田　直士 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

103 寺本　一翔 ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

104 林　　陵大 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 28845 西脇天神池 中学 (1)

105 桑田　悠成 ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ 28845 西脇天神池 中学 (1)

106 小川　桃吾 ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 28845 西脇天神池 小学 (6)

107 柴田　蓮心 ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ 28845 西脇天神池 小学 (5)

108 岡部　斡弥 ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

109 蛭子　瑛人 ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

110 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

111 三路　瑞生 ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

112 寺田　　湊 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

113 長谷　悠樹 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

114 飯村　悠太 ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

115 前田成志朗 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

116 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

117 飯村　謙太 ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

118 阿部　優翔 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

119 山本　絢太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

120 西川　　遼 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

121 上田　涼介 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

122 鶴田　亮介 ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 28860 コナミ三田 小学 (6)

123 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

124 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

125 吉田　　櫂 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 28860 コナミ三田 小学 (5)

126 渡瀬　駿介 ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

127 山本　怜依 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

128 中川　晃仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

129 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

130 林田　寅太 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾗﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (2)

131 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

132 松田　京真 ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

133 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

134 長田　凰良 ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

135 村上　裕紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

136 古髙　輝希 ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

137 溝口　遼太 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

138 三島　大雅 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

139 杉本　和輝 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

140 島田琉之介 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

141 藤原　秀斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

142 森　　優仁 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

143 中井　俊佑 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

144 長澤　樹男 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｷｵ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

145 岩﨑　昂成 ｲﾜｻｷ ｺｳｾｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

146 佐藤煌太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

147 藤井　祐丞 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 28874 イトマン三田 小学 (6)

148 ｶﾞｰﾃﾝﾊﾞｲﾃｲﾗｰ ｶﾞｰﾃﾝﾊﾞｲ ﾃｲﾗｰ 28874 イトマン三田 小学 (5)

149 中山　和樹 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

150 川中　　洵 ｶﾜﾅｶ ｼﾞｭﾝ 28874 イトマン三田 小学 (4)
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151 本荘　佑真 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 28874 イトマン三田 小学 (3)

152 小畑　来暉 ｵﾊﾞﾀ ﾗｲｷ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (2)

153 濱野　玲王 ﾊﾏﾉ ﾚｵ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (1)

154 船越　蒼巧 ﾌﾅｺｼ ｿｳﾀ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (1)

155 喜田　藍琉 ｷﾀﾞ ｱｲﾙ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

156 濵田　幸空 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

157 松岡　音希 ﾏﾂｵｶ ﾄｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

158 宇奈手悠人 ｳﾅﾃ ﾕｳﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

159 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

160 小川　颯大 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

161 山本　晄成 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (6)

162 池田　大志 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ 28880 イトマン西神 小学 (4)

163 中島　琉矢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾔ 28881 マック武庫川 中学 (1)

164 井筒　大貴 ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ 28881 マック武庫川 小学 (4)

165 池間　志絆 ｲｹﾏ ｼｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

166 山口　夏生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

167 髙山　朝陽 ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ 28887 マック加古川 小学 (6)

168 石倉　大聖 ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ 28887 マック加古川 小学 (6)

169 大西　琉叶 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ 28887 マック加古川 小学 (6)

170 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)

171 橋本　莉央 ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 28887 マック加古川 小学 (4)

172 山下市太郎 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀﾛｳ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

173 福田　晶斗 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

174 和泉　僚真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

175 渡邊　裕珂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

176 森　　翔永 ﾓﾘ ｼｮｳｴｲ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

177 大林　想汰 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

178 有時　伶音 ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

179 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

180 田中　　維 ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

181 吉田琳太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

182 澤田　俊介 ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

183 阿久根悠貴 ｱｸﾈ ﾕｳｷ 28914 神戸北町Vivo 中学 (1)

184 北脇　基耀 ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

185 原口　煌生 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 28926 ＳＴ淡路 小学 (6)

186 白井　大誠 ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

187 三昌　拓真 ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

188 南田　真和 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

189 森岡　　巧 ﾓﾘｵｶ ﾀｸﾐ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

190 中井　新大 ﾅｶｲ ｱﾗﾀ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

191 髙木　柊志 ﾀｶｷﾞ ﾄｳｼﾞ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

192 永野　天我 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ 28932 ＴＸ夙川 中学 (3)

193 辻　　聡司 ﾂｼﾞ ｿｳｼ 28932 ＴＸ夙川 中学 (1)

194 永野　鳳我 ﾅｶﾞﾉ ｵｵｶﾞ 28932 ＴＸ夙川 小学 (2)
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1 小西　悠暉 ｺﾆｼ ﾊﾙｷ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 江上　甲起 ｴｶﾞﾐ ｺｳｷ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

3 高橋　海人 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 28418 龍野北高校 高校 (1)

4 前田　翔太 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

5 長谷田莉樹 ﾊｾﾀﾞ ﾘｷ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

6 泉　　翔也 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 28613 村野工業高校 高校 (2)

7 神澤　流風 ｶﾐｻﾜ ﾅﾋﾞｷ 28613 村野工業高校 高校 (2)

8 安田　海生 ﾔｽﾀﾞ ｶｲｾｲ 28613 村野工業高校 高校 (2)

9 玉田賢史朗 ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 28613 村野工業高校 高校 (1)

10 大谷　勇斗 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

11 松岡　賢史 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

12 古田　　結 ﾌﾙﾀ ﾕｲ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

13 帆足　和真 ﾎｱｼ ｶｽﾞﾏ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

14 上野　一輝 ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 28801 イトマン川西 中学 (1)

15 松村　悠晃 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28801 イトマン川西 小学 (5)

16 和田　周我 ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

17 志田　一輝 ｼﾀﾞ ｲｯｷ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

18 北田　郁磨 ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

19 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

20 木下　莱翔 ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

21 生田　昊大 ｲｸﾀ ｿﾗﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

22 犬飼　　敦 ｲﾇｶﾞｲ ｱﾂｼ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

23 松岡　颯人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

24 上阪　　潤 ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

25 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

26 大野　　快 ｵｵﾉ ｶｲ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

27 坂口　大知 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

28 石川　　颯 ｲｼｶﾜ ｿｳ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

29 追立　楓人 ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

30 村岡　悠夢 ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

31 堀口琉一朗 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

32 原　　直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

33 小西　結斗 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 28825 コナミ明石 中学 (2)

34 石金　正大 ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

35 竹腰　大悟 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

36 光田　　聡 ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

37 松谷　一翔 ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

38 古家　優太 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾀ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

39 冨士田大佑 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

40 竹内　　悠 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

41 荒木　丈瑠 ｱﾗｷ ﾀｹﾙ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

42 古川　　将 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

43 森　　夕陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

44 濱口　航雅 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｶﾞ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

45 田中　裕大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

46 谷口　琉碧 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

47 兼井　陸成 ｶﾈｲ ﾘｸﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

48 石田　唯翔 ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

49 新谷　祐希 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

50 和田　陽希 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)
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51 山田　直士 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

52 林　　陵大 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 28845 西脇天神池 中学 (1)

53 寺田　　湊 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

54 前田成志朗 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

55 中村　羽来 ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

56 山本　絢太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

57 鶴田　亮介 ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 28860 コナミ三田 小学 (6)

58 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

59 吉田　　櫂 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 28860 コナミ三田 小学 (5)

60 山本　怜依 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

61 野口隆之介 ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

62 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

63 大國　隼人 ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

64 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

65 三路　秋人 ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

66 古髙　輝希 ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

67 藤原　秀斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

68 森　　優仁 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

69 小畑　来暉 ｵﾊﾞﾀ ﾗｲｷ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (2)

70 松岡　奏昇 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (1)

71 小川　颯大 ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

72 福田　怜央 ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ 28883 こうでら 高校 (1)

73 池間　志絆 ｲｹﾏ ｼｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

74 舌間　啓人 ｼﾀﾏ ｹｲﾄ 28887 マック加古川 中学 (1)

75 早川　一穂 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ 28887 マック加古川 小学 (5)

76 田村　悠葵 ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 28887 マック加古川 小学 (5)

77 山下市太郎 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀﾛｳ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

78 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

79 土井健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

80 石井　悠一 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

81 上川　馨平 ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

82 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

83 田中　　維 ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

84 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)

85 竹中　蒼人 ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ 28916 洲本ＳＰ 中学 (1)

86 竹中　理貢 ﾀｹﾅｶ ﾘｸ 28916 洲本ＳＰ 小学 (4)

87 山田　稀介 ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

88 松下　竣勇 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

89 永野　天我 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ 28932 ＴＸ夙川 中学 (3)

90 辻　　聡司 ﾂｼﾞ ｿｳｼ 28932 ＴＸ夙川 中学 (1)
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1 森本　太心 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｼﾝ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 長谷田莉樹 ﾊｾﾀﾞ ﾘｷ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

3 泉　　翔也 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 28613 村野工業高校 高校 (2)

4 安田　海生 ﾔｽﾀﾞ ｶｲｾｲ 28613 村野工業高校 高校 (2)

5 松田　葉路 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ 28613 村野工業高校 高校 (1)

6 玉田賢史朗 ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 28613 村野工業高校 高校 (1)

7 小寺　海輝 ｺﾃﾗ ｶｲｷ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

8 大谷　勇斗 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

9 古田　　結 ﾌﾙﾀ ﾕｲ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

10 蛭子　翔馬 ｴﾋﾞｽ ｼｮｳﾏ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

11 大谷　憲佑 ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

12 牛戸日向汰 ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

13 橋詰　陽汰 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

14 永井俐馳亜 ﾅｶﾞｲ ﾘﾁｱ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (3)

15 森　　珠紀 ﾓﾘ ﾀﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

16 竹内　　悠 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

17 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

18 石田　唯翔 ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

19 宮前　紫音 ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (3)

20 小畑　来暉 ｵﾊﾞﾀ ﾗｲｷ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (2)

21 松岡　奏昇 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (1)

22 舌間　啓人 ｼﾀﾏ ｹｲﾄ 28887 マック加古川 中学 (1)

23 山下市太郎 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀﾛｳ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

24 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)

25 辻　　聡司 ﾂｼﾞ ｿｳｼ 28932 ＴＸ夙川 中学 (1)
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1 寺西　諒太 ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾀ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 阪上　裕亮 ｻｶｳｴ ﾕｳｽｹ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

3 山口　紘生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 28801 イトマン川西 小学 (5)

4 澤　　曉宏 ｻﾜ ｱｷﾋﾛ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 小物谷悠人 ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ 28801 イトマン川西 小学 (4)

6 西野　晴紀 ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

7 田中　旺佑 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 28801 イトマン川西 小学 (3)

8 藤原　陸豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 28801 イトマン川西 小学 (3)

9 河田　志優 ｶﾜﾀ ｼｭｳ 28801 イトマン川西 小学 (3)

10 木村　陽人 ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 28801 イトマン川西 小学 (2)

11 上村　悠斗 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

12 増田　泰千 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

13 塩見　拓真 ｼｵﾐ ﾀｸﾏ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

14 一杉　康介 ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｽｹ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

15 藤田　雄成 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

16 原　　壮太 ﾊﾗ ｿｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

17 田平　　匠 ﾀﾋﾗ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

18 疋谷　礼穏 ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

19 細井　竜弥 ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

20 谷口　悠都 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

21 永本　陽仁 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

22 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

23 北田　佑磨 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

24 岩川　直矢 ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

25 山本　紘暖 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

26 吉田　翔星 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

27 榎本　　塁 ｴﾉﾓﾄ ﾙｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (3)

28 長谷　晄士 ﾊｾ ﾃﾙﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

29 習田奏一郎 ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

30 薮西　貴裕 ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

31 桑原　　諒 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

32 高橋　杏綺 ﾀｶﾊｼ ｱｷ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

33 原　　大智 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

34 長谷　颯恭 ﾊｾ ｿｳｽｹ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

35 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

36 家氏　陽大 ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

37 安川　尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

38 長原　碧生 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱｵｲ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

39 三好翔太郎 ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

40 土岐　脩雅 ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

41 濱口　雄飛 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

42 吉田　大範 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

43 田路　樹暉 ﾀｼﾞ ｲﾂｷ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

44 力石　琉聖 ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

45 白尾　裕介 ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

46 玉野　陽大 ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

47 武田　橙真 ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

48 貝藤　暖真 ｶｲﾄｳ ﾊﾙﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

49 金村優次郎 ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

50 伊藤　圭吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (1)
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51 清井　良寛 ｾｲｲ ﾖｼﾋﾛ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

52 大堀　周生 ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

53 渡邉桜士朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

54 山本航太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

55 井上　海地 ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

56 今城　湧斗 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

57 梅本　樹綸 ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

58 吉識　晴道 ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

59 上谷　悠人 ｶﾐﾀﾆ ﾕｳﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

60 杉本　朋哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

61 森本　　陽 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

62 米田　葵祐 ﾖﾈﾀﾞ ｵｳｽｹ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

63 有馬　岳翔 ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

64 金丸　朝陽 ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

65 松野津栄紀 ﾏﾂﾉ ﾂﾊﾞｷ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

66 永木　祐莉 ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

67 中田宗太郎 ﾅｶﾀ ｿｳﾀﾛｳ 28825 コナミ明石 小学 (2)

68 市野　　陸 ｲﾁﾉ ﾘｸ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

69 勝　光史朗 ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

70 西川　楓人 ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

71 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

72 望月　健成 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾙ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

73 植野　真優 ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

74 牧野　直哉 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

75 溝口　大翔 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

76 藤本　千颯 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

77 池田長治郎 ｲｹﾀﾞ ﾁｮｳｼﾞﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (1)

78 大橋　和馬 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾏ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

79 村上　陽音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

80 枚田　亘生 ﾋﾗﾀ ｺｳｾｲ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

81 徳富　蓮人 ﾄｸﾄﾐ ﾚﾝﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

82 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

83 清水大志郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼﾛｳ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (5)

84 中橋　頼治 ﾅｶﾊｼ ﾗｲﾁ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (3)

85 安田　雄飛 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

86 横田　湊士 ﾖｺﾀ ﾐﾅﾄ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (3)

87 兼井　琉成 ｶﾈｲ ﾙｲﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (1)

88 和田　陽希 ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

89 横山凛太朗 ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

90 藤川　　結 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

91 長谷川徠稀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ 28845 西脇天神池 小学 (4)

92 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

93 福徳　紘輔 ﾌｸﾄｸ ｺｳｽｹ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

94 山岸　新大 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

95 薦田　琉生 ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

96 阿部　優翔 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

97 寺田　　翔 ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

98 前田　大樹 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

99 栗原　直人 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

100 水谷　真大 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 28860 コナミ三田 小学 (4)
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101 濱井　奏人 ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ 28860 コナミ三田 小学 (3)

102 坂井康士朗 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 28860 コナミ三田 小学 (2)

103 渡瀬　駿介 ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

104 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

105 藤田　優真 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

106 横山誠太郎 ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

107 大谷　悠貴 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)

108 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

109 川口　虎鉄 ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

110 三島　大雅 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

111 角　　海吏 ｽﾐ ｶｲﾘ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (3)

112 田原　朝陽 ﾀﾊﾗ ｱｻﾋ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

113 小島　武晃 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

114 寺田　　隼 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

115 香川　大護 ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

116 八十　　昴 ﾔｿ ｽﾊﾞﾙ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

117 阪田　悠真 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

118 中山　和樹 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

119 来住　柚紀 ｷｼ ﾕｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (4)

120 岡崎伊桜莉 ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ 28874 イトマン三田 小学 (3)

121 濵田　幸空 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

122 荒木　桜介 ｱﾗｷ ｵｳｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (1)

123 岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 28880 イトマン西神 小学 (4)

124 竹内　俊貴 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 28880 イトマン西神 小学 (1)

125 清水　　煌 ｼﾐｽﾞ ｺｳ 28880 イトマン西神 幼児

126 中山　俊之 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 28883 こうでら 小学 (4)

127 森崎　太一 ﾓﾘｻｷ ﾀｲﾁ 28883 こうでら 小学 (3)

128 中野壮二郎 ﾅｶﾉ ｿｳｼﾞﾛｳ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

129 上川　馨平 ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

130 池田　周我 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ 28924 家島ＳＣ 小学 (3)

131 下野　真矢 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

132 南田　真和 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)
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1 寺西　諒太 ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾀ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 田上　紘也 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 28101 大久保北中学 中学 (1)

3 阪上　裕亮 ｻｶｳｴ ﾕｳｽｹ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

4 玉村颯一朗 ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

5 加登　結翔 ｶﾄｳ ﾕｲﾄ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

6 上野　一輝 ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 28801 イトマン川西 中学 (1)

7 上村　悠斗 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

8 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

9 中寺幸太郎 ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (3)

10 北田　佑磨 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

11 長谷　晄士 ﾊｾ ﾃﾙﾄ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

12 桑原　　諒 ｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

13 土岐　龍雅 ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

14 堀口琉一朗 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

15 上岡　凌太 ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

16 縄田　颯悟 ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ 28821 ＢＩＧ姫路 高校 (1)

17 杉本　朋哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

18 福田　將真 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28825 コナミ明石 中学 (2)

19 小西　悠太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

20 市野　　陸 ｲﾁﾉ ﾘｸ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

21 勝　光史朗 ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

22 白井　大翔 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

23 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

24 谷口　琉碧 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

25 荒木　優誠 ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

26 上林　　意 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

27 寺本　一翔 ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

28 桑田　悠成 ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ 28845 西脇天神池 中学 (1)

29 長谷　悠樹 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

30 渡瀬　駿介 ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

31 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

32 藤田　優真 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

33 川口　虎鉄 ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

34 三浦　涼誠 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｾｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (3)

35 児島　優叶 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 高校 (1)

36 井筒　大貴 ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ 28881 マック武庫川 小学 (4)

37 福田　怜央 ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ 28883 こうでら 高校 (1)

38 早川　一穂 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ 28887 マック加古川 小学 (5)

39 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

40 石井　悠一 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

41 藤井　直人 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

42 若林　秀篤 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 28926 ＳＴ淡路 小学 (6)

43 下野　真矢 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)
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1 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

2 北田　郁磨 ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

3 上岡　凌太 ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

4 小西　悠太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

5 児島　優叶 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 高校 (1)
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1 奥山　航希 ｵｸﾔﾏ ｺｳｷ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 石田　慶志 ｲｼﾀﾞ ｹｲｼ 28101 大久保北中学 中学 (2)

3 大西　志道 ｵｵﾆｼ ｼﾄﾞｳ 28418 龍野北高校 高校 (1)

4 森口　恵伍 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 28418 龍野北高校 高校 (1)

5 前田　翔太 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

6 中村　光璃 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

7 大谷　勇斗 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

8 秋田　琉成 ｱｷﾀ ﾘｭｳｾｲ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

9 福住ｶﾙﾒﾛ翼 ﾌｸｽﾞﾐ ｶﾙﾒﾛﾂﾊﾞｻ 28801 イトマン川西 小学 (4)

10 田中　旺佑 ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ 28801 イトマン川西 小学 (3)

11 藤原　陸豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 28801 イトマン川西 小学 (3)

12 江口　悠己 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28801 イトマン川西 小学 (3)

13 児玉　英知 ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

14 角野　里仁 ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

15 荒本　稜太 ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

16 鎌田朔太郎 ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

17 塩見　拓真 ｼｵﾐ ﾀｸﾏ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

18 一杉　康介 ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｽｹ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

19 渡辺　知哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

20 原　　壮太 ﾊﾗ ｿｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

21 田平　　匠 ﾀﾋﾗ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

22 永本　陽仁 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

23 角野　七仁 ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

24 大西杜右也 ｵｵﾆｼ ﾄｳﾔ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

25 塗矢　航大 ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

26 岩川　直矢 ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

27 山本　紘暖 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

28 吉田　翔星 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

29 小石　須遥 ｺｲｼ ｽﾊﾞﾙ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

30 犬飼　　敦 ｲﾇｶﾞｲ ｱﾂｼ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

31 森岡　大翔 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

32 山条　秀翔 ﾔﾏｼﾞｮｳ ｼｭｳﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

33 塩見　咲人 ｼｵﾐ ｻｷﾄ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (4)

34 原田　夏響 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

35 大野　　快 ｵｵﾉ ｶｲ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

36 杉原　叶真 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

37 田路　樹暉 ﾀｼﾞ ｲﾂｷ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

38 力石　琉聖 ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

39 武田　橙真 ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

40 石躍　祟仁 ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾀｶﾋﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

41 平井誠太郎 ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

42 山本航太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

43 井上　海地 ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

44 渡邉昊之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

45 森井　透羽 ﾓﾘｲ ﾄﾜ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

46 立花　葵人 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ 28819 ＴＸ明石 小学 (3)

47 坪倉　璃空 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

48 赤池　奏大 ｱｶｲｹ ｿｳﾀ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

49 大島　朋也 ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾔ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

50 溝端　昇真 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)
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51 内海　　咲 ｳﾂﾐ ｻｸ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

52 宮原　　陸 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｸ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

53 武田　昇大 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

54 森本　　陽 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

55 有馬　岳翔 ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

56 金丸　朝陽 ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

57 岸本　蒼大 ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

58 山本　結勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

59 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

60 川端　泰寛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

61 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

62 望月　健成 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹﾙ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

63 北風　遥馬 ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

64 牧野　直哉 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

65 浜脇　幸佑 ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

66 藤本　千颯 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

67 栗林　龍暉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

68 野口　　元 ﾉｸﾞﾁ ｹﾞﾝ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

69 吉川　陸斗 ﾖｼｶﾜ ﾘｸﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

70 進木　綾斗 ｼﾝｷ ｱﾔﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

71 村上　陽音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

72 枚田　亘生 ﾋﾗﾀ ｺｳｾｲ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

73 徳富　蓮人 ﾄｸﾄﾐ ﾚﾝﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

74 岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

75 相見　悠人 ｱｲﾐ ﾊﾙﾄ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

76 荒木　丈瑠 ｱﾗｷ ﾀｹﾙ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

77 畑中　悠輝 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

78 小川　瑞貴 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

79 塩井　琥大 ｼｵｲ ｺﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

80 弘中　孝樹 ﾋﾛﾅｶ ｱﾂｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

81 長谷川翔土 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

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

83 西本　輝空 ﾆｼﾓﾄ ｺｳ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

84 藤川　　結 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

85 和田　琉来 ﾜﾀﾞ ﾘｸ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (4)

86 坂田　恭平 ｻｶﾀ ｷｮｳﾍｲ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (3)

87 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

88 田中　陽大 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

89 小川　叶登 ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

90 土井旺志郎 ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

91 佐藤　煌青 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (3)

92 井上　裕翔 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

93 菱川　祐樹 ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

94 釘宮　悠旗 ｸｷﾞﾐﾔ ﾕｳｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

95 上田　涼介 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

96 打田　和斗 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

97 渡邊　仁揮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｷ 28860 コナミ三田 小学 (3)

98 野口稜太郎 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 28865 尼崎市スポ振 中学 (3)

99 吉村　敬心 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

100 葭原　勇斗 ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)
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101 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

102 大國　隼人 ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

103 高見　和志 ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)

104 大谷　悠貴 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)

105 足立　拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

106 和田　流一 ﾜﾀﾞ ﾙｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

107 桑畑　朋希 ｸﾜﾊﾀ ﾄﾓｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

108 中井　俊佑 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

109 木村　文哉 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (4)

110 北野　佑樹 ｷﾀﾉ ﾕｳｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (3)

111 松村　晃大 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

112 芝　真太郎 ｼﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

113 片山　湊都 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

114 間彦　秀亮 ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

115 上川　貴久 ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

116 塚原　　奏 ﾂｶﾊﾗ ｿｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

117 肥塚　慶人 ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

118 香川　幸城 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

119 岡本　　翼 ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

120 曽谷晟太郎 ｿﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

121 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

122 来住　柚紀 ｷｼ ﾕｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (4)

123 岡崎伊桜莉 ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ 28874 イトマン三田 小学 (3)

124 東田　尊陽 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｱｷﾗ 28874 イトマン三田 小学 (3)

125 小林　悠琥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｸ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

126 中尾伸之介 ﾅｶｵ ｼﾝﾉｽｹ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

127 宇奈手悠人 ｳﾅﾃ ﾕｳﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

128 小川　雄世 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (5)

129 前田　　湊 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28880 イトマン西神 小学 (4)

130 破入　陽彰 ﾊﾆｭｳ ﾊﾙｷ 28880 イトマン西神 小学 (3)

131 皆越　　隼 ﾐﾅｺｼ ｼｭﾝ 28880 イトマン西神 小学 (2)

132 小川　洸英 ｵｶﾞﾜ ｺｳｴｲ 28880 イトマン西神 小学 (2)

133 藤岡　琉義 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｭｳｷﾞ 28880 イトマン西神 小学 (2)

134 八橋　慶祐 ﾔﾂﾊｼ ｹｲｽｹ 28880 イトマン西神 小学 (2)

135 安達　琉惺 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 28881 マック武庫川 中学 (2)

136 鷹取　　響 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾋﾞｷ 28881 マック武庫川 中学 (1)

137 林　　勇希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 28881 マック武庫川 小学 (6)

138 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

139 灘　　幸翼 ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

140 林　　晃大 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

141 田村　樹葵 ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 28887 マック加古川 小学 (2)

142 福田　瑛太 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

143 岩本　大和 ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

144 上川　馨平 ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

145 清水　維月 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (4)

146 河津　亜門 ｶﾜﾂﾞ ｱﾓﾝ 28926 ＳＴ淡路 中学 (1)

147 大和真一郎 ﾔﾏﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

148 西尾　安生 ﾆｼｵ ｱｵｲ 28926 ＳＴ淡路 小学 (4)

149 白井　大翔 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

150 上原　楓賀 ｳｴﾊﾗ ﾌｳｶﾞ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)
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151 松下　竣勇 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

152 谷河　知郷 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (2)
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1 石田　慶志 ｲｼﾀﾞ ｹｲｼ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 長谷田莉樹 ﾊｾﾀﾞ ﾘｷ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

3 中村　光璃 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

4 加登　結翔 ｶﾄｳ ﾕｲﾄ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

5 角野　里仁 ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

6 荒本　稜太 ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

7 嶋田　将弥 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

8 傳谷孝太郎 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

9 木下　兼輔 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

10 小石　須遥 ｺｲｼ ｽﾊﾞﾙ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

11 犬飼　　敦 ｲﾇｶﾞｲ ｱﾂｼ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

12 森岡　大翔 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

13 山条　秀翔 ﾔﾏｼﾞｮｳ ｼｭｳﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

14 土岐　龍雅 ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

15 尾﨑　勇飛 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

16 山城　琉生 ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

17 追立　楓人 ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

18 真田　蒼良 ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

19 溝端　昇真 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

20 永木　祐莉 ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

21 山澤　空竜 ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

22 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

23 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

24 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

25 田淵　康介 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (3)

26 長谷川翔土 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

27 西本　輝空 ﾆｼﾓﾄ ｺｳ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

28 井上　裕翔 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

29 菱川　祐樹 ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

30 長田　凰良 ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

31 杉本　和輝 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

32 北野　佑樹 ｷﾀﾉ ﾕｳｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (3)

33 森川　宗平 ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

34 間彦　秀亮 ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

35 東田　尊陽 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｱｷﾗ 28874 イトマン三田 小学 (3)

36 安達　琉惺 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 28881 マック武庫川 中学 (2)

37 林　　勇希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 28881 マック武庫川 小学 (6)

38 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

39 山口　夏生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

40 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)

41 岩本　大和 ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

42 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)

43 北脇　基耀 ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

44 下野　真輝 ｼﾓﾉ ﾏｻｷ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

45 白井　大翔 ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

46 上原　楓賀 ｳｴﾊﾗ ﾌｳｶﾞ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)
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1 玉村颯一朗 ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28518 尼崎双星高校 高校 (1)

2 中村　光璃 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

3 小池　貴之 ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

4 嶋田　将弥 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

5 木下　兼輔 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

6 小石　須遥 ｺｲｼ ｽﾊﾞﾙ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

7 北野　佑樹 ｷﾀﾉ ﾕｳｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (3)

8 安達　琉惺 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 28881 マック武庫川 中学 (2)

9 北脇　基耀 ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

10 竹中　伯燿 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)
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1 前田　秀翔 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾄ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 藤原健太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

3 森田　　颯 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾃ 28518 尼崎双星高校 高校 (2)

4 奥田　　薫 ｵｸﾀﾞ ｶｵﾙ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

5 寺内　鴎介 ﾃﾗｳﾁ ｵｳｽｹ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

6 稲垣　　仁 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞﾝ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

7 岩永　　怜 ｲﾜﾅｶﾞ ﾚﾝ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

8 福井　映輔 ﾌｸｲ ｴｲｽｹ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

9 小物谷悠人 ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ 28801 イトマン川西 小学 (4)

10 西野　晴紀 ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

11 山口　慶悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 28801 イトマン川西 小学 (3)

12 江口　悠己 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28801 イトマン川西 小学 (3)

13 河田　志優 ｶﾜﾀ ｼｭｳ 28801 イトマン川西 小学 (3)

14 児玉　英知 ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

15 岩﨑　壱知 ｲﾜｻｷ ｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

16 上村　悠斗 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

17 志井　瑠座 ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

18 増田　泰千 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

19 渡辺　知哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

20 細井　竜弥 ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

21 谷口　悠都 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

22 角野　七仁 ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

23 井上　智詞 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

24 寺口　琥童 ﾃﾗｸﾞﾁ ｺﾄﾞｳ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

25 小林　海翔 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

26 村田　龍白 ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｸ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

27 北田　佑磨 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

28 榎本　　塁 ｴﾉﾓﾄ ﾙｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (3)

29 薮西　貴裕 ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

30 大内　海輝 ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

31 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

32 家氏　陽大 ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

33 門野　凱斗 ｶﾄﾞﾉ ｶｲﾄ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

34 錦織　郁斗 ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

35 大堀　周生 ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

36 渡邉桜士朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

37 中島　温人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

38 比良　航裕 ﾋﾗ ｺｳｽｹ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

39 坪倉　璃空 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

40 井筒　広晴 ｲﾂﾞﾂ ｺｳｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

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

42 田中進士郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

43 吉浦　育飛 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

44 柏原　蒼真 ｶｼﾊﾗ ｿｳﾏ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

45 立石　　渉 ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

46 米田　葵祐 ﾖﾈﾀﾞ ｵｳｽｹ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

47 永木　祐莉 ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

48 山澤　空竜 ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

49 石金　正大 ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

50 西川　楓人 ﾆｼｶﾜ ﾌｳﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)
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51 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

52 光田　　聡 ｺｳﾀﾞ ｱｷﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

53 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

54 佐藤　碧音 ｻﾄｳ ｱｵﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

55 福井漱一郎 ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

56 北風　遥馬 ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

57 牧野　直哉 ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

58 浜脇　幸佑 ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

59 溝口　大翔 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

60 小西　悠策 ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

61 田島　颯士 ﾀｼﾞﾏ ｿｳｼ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

62 橋本　圭右 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

63 大畠　　渉 ｵｵﾊﾀ ﾜﾀﾙ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

64 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (3)

65 大橋　空翔 ｵｵﾊｼ ｿﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

66 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

67 久下禮次郎 ｸｹﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

68 曽我　陽虎 ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

69 河上　燿成 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

70 岡本　　悠 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

71 横田　湊士 ﾖｺﾀ ﾐﾅﾄ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (3)

72 兼井　彗成 ｶﾈｲ ｴｲﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

73 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

74 松下　聡志 ﾏﾂｼﾀ ｿｳｼ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

75 田淵　康介 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (3)

76 小林　歓多 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

77 小川　桃吾 ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 28845 西脇天神池 小学 (6)

78 柴田　蓮心 ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ 28845 西脇天神池 小学 (5)

79 長谷川徠稀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ 28845 西脇天神池 小学 (4)

80 由井　寿樹 ﾕｲ ﾄｼｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (1)

81 相馬　優歩 ｿｳﾏ ﾕｳｱ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

82 土井旺志郎 ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

83 森田　将生 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

84 藤井　勇聖 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

85 菱田　正己 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

86 篠﨑　　瑛 ｼﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

87 菱田　正真 ﾋｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

88 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

89 濱井　奏人 ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ 28860 コナミ三田 小学 (3)

90 田中　徠聖 ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 28860 コナミ三田 小学 (2)

91 吉村　敬心 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

92 頼末　陽太 ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ 28865 尼崎市スポ振 小学 (6)

93 阿部　真澪 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

94 藤田　章真 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

95 大國　隼人 ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

96 美崎剣志郎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

97 足立　拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

98 溝口　遼太 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

99 桑畑　朋希 ｸﾜﾊﾀ ﾄﾓｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

100 島田琉之介 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)
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101 田原　朝陽 ﾀﾊﾗ ｱｻﾋ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

102 長澤　樹男 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｷｵ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

103 下田　悠希 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

104 小島　聖司 ｺｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

105 芝　真太郎 ｼﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

106 片山　湊都 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

107 岡本　尚寛 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

108 香川　大護 ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

109 三浦亜翔夢 ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

110 東藤　寛人 ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

111 香川　幸城 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

112 曽谷晟太郎 ｿﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

113 西澤　陽翔 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ 28874 イトマン三田 小学 (5)

114 来住　柚紀 ｷｼ ﾕｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (4)

115 福井　近良 ﾌｸｲ ﾁｶﾗ 28874 イトマン三田 小学 (4)

116 川中　　洵 ｶﾜﾅｶ ｼﾞｭﾝ 28874 イトマン三田 小学 (4)

117 本荘　佑真 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 28874 イトマン三田 小学 (3)

118 木元　俐斗 ｷﾓﾄ ﾘﾄ 28874 イトマン三田 小学 (3)

119 浦　　惣真 ｳﾗ ｿｳﾏ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)

120 松岡　音希 ﾏﾂｵｶ ﾄｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

121 岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 28880 イトマン西神 小学 (4)

122 小川　洸英 ｵｶﾞﾜ ｺｳｴｲ 28880 イトマン西神 小学 (2)

123 長谷川　朔 ﾊｾｶﾞﾜ ｻｸ 28880 イトマン西神 小学 (1)

124 鷹取　　響 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾋﾞｷ 28881 マック武庫川 中学 (1)

125 阿部　伊吹 ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ 28883 こうでら 小学 (6)

126 小川　勇人 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

127 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)

128 中村青太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 28887 マック加古川 小学 (4)

129 橋本　莉央 ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 28887 マック加古川 小学 (4)

130 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

131 岡本　圭右 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

132 牧　　遼磨 ﾏｷ ﾘｮｳﾏ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

133 五百蔵真尋 ｲｵﾛｲ ﾏﾋﾛ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

134 神澤　大希 ｶﾝｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (4)

135 岩本　大和 ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

136 廣瀬　優雅 ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ 28898 佐用ＳＳ 小学 (6)

137 岩本　朱鳥 ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ 28898 佐用ＳＳ 小学 (6)

138 有時　伶音 ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

139 清水　維月 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (4)

140 栗浦　拓海 ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ 28914 神戸北町Vivo 中学 (1)

141 竹中　理貢 ﾀｹﾅｶ ﾘｸ 28916 洲本ＳＰ 小学 (4)

142 山本　　慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

143 原口　煌生 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 28926 ＳＴ淡路 小学 (6)

144 浅井航士郎 ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ 28926 ＳＴ淡路 小学 (3)

145 綿谷　勇人 ﾜﾀﾀﾆ ﾕｳﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (4)

146 喜多　陽仁 ｷﾀ ﾀｶﾋﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)
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1 野田　怜穏 ﾉﾀﾞ ﾚｵﾝ 28101 大久保北中学 中学 (3)

2 前田　秀翔 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾄ 28101 大久保北中学 中学 (2)

3 江上　甲起 ｴｶﾞﾐ ｺｳｷ 28207 報徳学園中学 中学 (3)

4 折本　洋輔 ｵﾘﾓﾄ ﾖｳｽｹ 28207 報徳学園中学 中学 (2)

5 小寺　海輝 ｺﾃﾗ ｶｲｷ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

6 稲垣　　仁 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞﾝ 28618 報徳学園高校 高校 (1)

7 近澤　大翔 ﾁｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

8 澤　　曉宏 ｻﾜ ｱｷﾋﾛ 28801 イトマン川西 小学 (4)

9 真田　蒼良 ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

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

11 吉浦　育飛 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

12 堀内　直希 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

13 中山　太賀 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (1)

14 松谷　一翔 ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

15 大橋　空翔 ｵｵﾊｼ ｿﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

16 渡邊　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

17 河上　燿成 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

18 芦田　悠太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

19 兼井　彗成 ｶﾈｲ ｴｲﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

20 由井　寿樹 ﾕｲ ﾄｼｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (1)

21 三路　瑞生 ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

22 土井旺志郎 ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

23 菱田　正己 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

24 菱田　正真 ﾋｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

25 藤田　青海 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ 28860 コナミ三田 高校 (3)

26 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

27 山本　侑茉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

28 吉村　敬心 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

29 阿部　真澪 ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

30 古髙　輝希 ﾌﾙﾀｶ ｺｳｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

31 美崎剣志郎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

32 水田　大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (3)

33 西澤　陽翔 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ 28874 イトマン三田 小学 (5)

34 桑田　二葉 ｸﾜﾀ ﾌﾀﾊﾞ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (1)

35 阿部　伊吹 ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ 28883 こうでら 小学 (6)

36 伊藤　琉真 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 28887 マック加古川 小学 (6)

37 岩本　朱鳥 ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ 28898 佐用ＳＳ 小学 (6)

38 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)

39 竹中　蒼人 ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ 28916 洲本ＳＰ 中学 (1)

40 山本　　慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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1 前田　秀翔 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾄ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 高橋　海人 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 28418 龍野北高校 高校 (1)

3 松田　葉路 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ 28613 村野工業高校 高校 (1)

4 帆足　和真 ﾎｱｼ ｶｽﾞﾏ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

5 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (3)

6 山本　侑茉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

7 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

8 山本　　慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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1 山野　輝斗 ﾔﾏﾉ ﾃﾙﾄ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 田上　紘也 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 28101 大久保北中学 中学 (1)

3 田中　悠典 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 28418 龍野北高校 高校 (1)

4 秋田　琉成 ｱｷﾀ ﾘｭｳｾｲ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

5 松山　拓幹 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ 28801 イトマン川西 中学 (1)

6 山口　紘生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 28801 イトマン川西 小学 (5)

7 松村　悠晃 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28801 イトマン川西 小学 (5)

8 山口　慶悟 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 28801 イトマン川西 小学 (3)

9 藤原　陸豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 28801 イトマン川西 小学 (3)

10 江口　悠己 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28801 イトマン川西 小学 (3)

11 谷口　遥希 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

12 角野　里仁 ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

13 桝田　恭成 ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

14 和田　周我 ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

15 寺口　琥童 ﾃﾗｸﾞﾁ ｺﾄﾞｳ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

16 大西杜右也 ｵｵﾆｼ ﾄｳﾔ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

17 傳谷孝太郎 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

18 町　穣之心 ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

19 吉田　翔星 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

20 北川　大晴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (3)

21 山条　秀翔 ﾔﾏｼﾞｮｳ ｼｭｳﾄ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

22 川名　柊羽 ｶﾜﾅ ｼｭｳ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

23 上阪　　潤 ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

24 大内　海輝 ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

25 長原　一颯 ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

26 外薗　大和 ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

27 安川　尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

28 牛戸日向汰 ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

29 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

30 鳥塚瑛太郎 ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

31 中野　敬斗 ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

32 森岡　諒次 ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

33 渡邉昊之助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

34 井筒　大晴 ｲﾂﾞﾂ ﾀｲｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

35 森井　透羽 ﾓﾘｲ ﾄﾜ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

36 立花　葵人 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ 28819 ＴＸ明石 小学 (3)

37 井筒　広晴 ｲﾂﾞﾂ ｺｳｾｲ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

38 福田　慎久 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (1)

39 衛門　刻史 ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

40 山本　悠陽 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

41 阪本　禮斗 ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

42 小西　結斗 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 28825 コナミ明石 中学 (2)

43 橋詰　陽汰 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

44 中田宗太郎 ﾅｶﾀ ｿｳﾀﾛｳ 28825 コナミ明石 小学 (2)

45 清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (1)

46 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (3)

47 加藤　航太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

48 山本　唯勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

49 本田　優希 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

50 知念　陸斗 ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)
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51 西口　侑希 ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

52 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

53 竹腰　基佑 ﾀｹｺｼ ｷｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

54 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

55 川端　泰寛 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

56 佐藤　碧音 ｻﾄｳ ｱｵﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

57 福井漱一郎 ﾌｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

58 植野　真優 ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

59 小山　悠斗 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

60 野口　　元 ﾉｸﾞﾁ ｹﾞﾝ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

61 進木　綾斗 ｼﾝｷ ｱﾔﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

62 橋本　圭右 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

63 椿　　和己 ﾂﾊﾞｷ ｶｽﾞｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

64 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

65 坂本　秀幸 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

66 磯崎　優大 ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

67 弘中　芳樹 ﾋﾛﾅｶ ﾖｼｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

68 三木　悠生 ﾐｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

69 井口　陽翔 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

70 荒木　優誠 ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

71 上林　　意 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

72 平野　維吹 ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (2)

73 森本　陽光 ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

74 山田　直士 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

75 小林　歓多 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

76 林　　陵大 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 28845 西脇天神池 中学 (1)

77 長谷川徠稀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ 28845 西脇天神池 小学 (4)

78 岡部　斡弥 ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

79 蛭子　瑛人 ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

80 長谷　悠樹 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

81 飯村　悠太 ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

82 山岸　新大 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

83 小川　叶登 ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

84 相馬　優歩 ｿｳﾏ ﾕｳｱ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

85 飯村　謙太 ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

86 阿部　優翔 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

87 寺田　　翔 ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

88 佐藤　煌青 ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (3)

89 篠﨑　　瑛 ｼﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

90 西川　　遼 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

91 打田　和斗 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

92 水谷　真大 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ 28860 コナミ三田 小学 (4)

93 田中　徠聖 ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 28860 コナミ三田 小学 (2)

94 坂井康士朗 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 28860 コナミ三田 小学 (2)

95 野口稜太郎 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 28865 尼崎市スポ振 中学 (3)

96 葭原　勇斗 ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

97 藤田　章真 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

98 中川　晃仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

99 高見　和志 ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (4)

100 林田　寅太 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾗﾀ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (2)
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101 村上　裕紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

102 寺田　　隼 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

103 松村　晃大 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

104 岩﨑　昂成 ｲﾜｻｷ ｺｳｾｲ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

105 岡本　尚寛 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (3)

106 内海　陽生 ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

107 森川　宗平 ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

108 上川　貴久 ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

109 香川　大護 ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

110 八十　　昴 ﾔｿ ｽﾊﾞﾙ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

111 三浦亜翔夢 ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

112 東藤　寛人 ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

113 塚原　　奏 ﾂｶﾊﾗ ｿｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

114 岡本　　翼 ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

115 間彦　慶亮 ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

116 阪田　悠真 ｻｶﾀ ﾕｳﾏ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

117 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

118 岡崎伊桜莉 ｵｶｻﾞｷ ｲｵﾘ 28874 イトマン三田 小学 (3)

119 浦　　惣真 ｳﾗ ｿｳﾏ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)

120 桑田　二葉 ｸﾜﾀ ﾌﾀﾊﾞ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (1)

121 松岡　音希 ﾏﾂｵｶ ﾄｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (5)

122 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

123 山本　晄成 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (6)

124 小川　雄世 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 28880 イトマン西神 小学 (5)

125 池田　大志 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ 28880 イトマン西神 小学 (4)

126 前田　　湊 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ 28880 イトマン西神 小学 (4)

127 破入　陽彰 ﾊﾆｭｳ ﾊﾙｷ 28880 イトマン西神 小学 (3)

128 中島　琉矢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾔ 28881 マック武庫川 中学 (1)

129 林　　勇希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 28881 マック武庫川 小学 (6)

130 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

131 井筒　大貴 ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ 28881 マック武庫川 小学 (4)

132 藤尾　怜生 ﾌｼﾞｵ ﾚｲ 28883 こうでら 小学 (6)

133 中山　恭之 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 28883 こうでら 小学 (6)

134 水谷　悠聖 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ 28883 こうでら 小学 (6)

135 舌間　啓人 ｼﾀﾏ ｹｲﾄ 28887 マック加古川 中学 (1)

136 伊藤　琉真 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 28887 マック加古川 小学 (6)

137 髙山　朝陽 ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ 28887 マック加古川 小学 (6)

138 石倉　大聖 ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ 28887 マック加古川 小学 (6)

139 大西　琉叶 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ 28887 マック加古川 小学 (6)

140 早川　一穂 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ 28887 マック加古川 小学 (5)

141 田村　悠葵 ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 28887 マック加古川 小学 (5)

142 中村青太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 28887 マック加古川 小学 (4)

143 橋本　莉央 ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 28887 マック加古川 小学 (4)

144 田村　樹葵 ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ 28887 マック加古川 小学 (2)

145 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

146 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

147 岡本　圭右 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

148 中野壮二郎 ﾅｶﾉ ｿｳｼﾞﾛｳ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

149 福田　晶斗 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

150 和泉　僚真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)
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151 土井健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

152 渡邊　裕珂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

153 森　　翔永 ﾓﾘ ｼｮｳｴｲ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

154 大林　想汰 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

155 石井　悠一 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 28898 佐用ＳＳ 中学 (2)

156 廣瀬　優雅 ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ 28898 佐用ＳＳ 小学 (6)

157 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)

158 藤井　直人 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

159 有時　伶音 ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

160 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

161 吉田琳太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

162 澤田　俊介 ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

163 桂　　壮佑 ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)

164 下野　真輝 ｼﾓﾉ ﾏｻｷ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

165 山田　稀介 ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

166 松下　竣勇 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

167 綿谷　勇人 ﾜﾀﾀﾆ ﾕｳﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (4)

168 喜多　陽仁 ｷﾀ ﾀｶﾋﾄ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)
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1 松山　拓幹 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ 28801 イトマン川西 中学 (1)

2 桝田　恭成 ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

3 吉浦　立稀 ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

4 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

5 濱野　玲王 ﾊﾏﾉ ﾚｵ 28875 ＪＳＳ姫路 高校 (1)

6 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)
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1 中尾　理那 ﾅｶｵ ﾘﾅ 28418 龍野北高校 高校 (1)

2 山内あかり ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

3 駒田真理菜 ｺﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

4 山野那桜実 ﾔﾏﾉ ﾅｵﾐ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

5 横佩　咲羽 ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ 28801 イトマン川西 小学 (4)

6 坂口　　穂 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

7 秋庭ひより ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

8 高野　　葵 ﾀｶﾉ ｱｵｲ 28801 イトマン川西 小学 (3)

9 村田　花音 ﾑﾗﾀ ｶﾉﾝ 28801 イトマン川西 小学 (3)

10 三村　優花 ﾐﾑﾗ ﾕｳｶ 28801 イトマン川西 小学 (2)

11 辰己　爽和 ﾀﾂﾐ ｻﾜ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

12 伊藤　杏奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

13 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

14 曽根心々美 ｿﾈ ｺｺﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

15 木村　英菜 ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

16 東南　弥空 ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

17 荒本　佑愛 ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

18 上村　夏帆 ｳｴﾑﾗ ｶﾎ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

19 有本　芽以 ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

20 志井　宙寧 ｼｲ ｿﾗﾈ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

21 粟國　陽葵 ｱｸﾞﾆ ﾋﾏﾘ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

22 大道　　栞 ｵｵﾐﾁ ｼｵﾘ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

23 鎌田　　鈴 ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

24 植田　明奈 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

25 濱﨑　　蘭 ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

26 鵜川　眞子 ｳｶﾜ ﾏｺ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

27 海老納一花 ｴﾋﾞﾅ ｲﾁｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

28 横田　紗菜 ﾖｺﾀ ｻﾅ 28806 市川洗心館 中学 (2)

29 有吉　柚花 ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ 28806 市川洗心館 小学 (6)

30 髙馬　　碧 ｺｳﾏ ｱｵｲ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (6)

31 髙馬　彩瑶 ｺｳﾏ ｲﾖ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

32 宮本　朱里 ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

33 瀬良　史桜 ｾﾗ ｼｵﾝ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

34 岩本　帆夏 ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

35 榎本　彩加 ｴﾉﾓﾄ ｱﾔｶ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

36 吉田　菖乃 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

37 鈴木　心夏 ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

38 桧皮　来望 ﾋﾜ ｸﾙﾐ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (2)

39 大上　　結 ｵｵｳｴ ﾕｲ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

40 花房　美空 ﾊﾅﾌｻ ﾐｿﾗ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

41 原　　愛子 ﾊﾗ ｱｲｺ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

42 平　　実花 ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (6)

43 山口　夏鈴 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

44 高田　葵衣 ﾀｶﾀﾞ ｱｵｲ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

45 亀井乃々花 ｶﾒｲ ﾉﾉｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

46 吉川つくし ﾖｼｶﾜ ﾂｸｼ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

47 東郷　美咲 ﾄｳｺﾞｳ ﾐｻｷ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

48 松田　結花 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

49 上田　芽依 ｳｴﾀﾞ ﾒｲ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

50 宮田悠里子 ﾐﾔﾀ ﾕﾘｺ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)
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51 小宅加奈恵 ｵﾔｹ ｶﾅｴ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

52 高田　彩楓 ﾀｶﾀﾞ ｱﾔｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

53 中辻　愛梨 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

54 臼杵　里紗 ｳｽｷ ﾘｻ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

55 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

56 林　　愛佳 ﾊﾔｼ ｱｲｶ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

57 田中　友夢 ﾀﾅｶ ﾕﾒ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

58 田中　莉音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

59 林　　鈴佳 ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

60 大西　春歌 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (4)

61 柴本　桃花 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

62 井澤　千明 ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

63 高山　莉愛 ﾀｶﾔﾏ ﾘｱ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

64 齊藤　万也 ｻｲﾄｳ ﾏﾔ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

65 河本　莉桜 ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

66 上阪　　唯 ｳｴｻｶ ﾕｲ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

67 藤原　若葉 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾜｶﾊﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

68 荒西　真有 ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

69 狩野　紗奈 ｶﾉｳ ｻﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

70 石躍　真悠 ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾏﾕ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

71 貴島　彩羽 ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

72 狩野　里奈 ｶﾉｳ ﾘﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

73 大橋　和花 ｵｵﾊｼ ﾜｶ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

74 野口　明希 ﾉｸﾞﾁ ｱｷ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

75 川口　羽音 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

76 大川　真愛 ｵｵｶﾜ ﾏｵ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

77 田中　咲楽 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

78 正谷　　渚 ﾏｻﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

79 浦川　夏歩 ｳﾗｶﾜ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

80 勝　　悠涼 ｶﾂ ﾕｳﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

81 川崎　柚季 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

82 池田　杏奈 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

83 追立　花音 ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

84 田中　和歌 ﾀﾅｶ ﾜｶ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

85 山野　綾音 ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

86 寺本果英奈 ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

87 園山　莉菜 ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (1)

88 山野　清花 ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ 28819 ＴＸ明石 小学 (5)

89 中村　珠空 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (3)

90 松本　佳純 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

91 立花　桜優 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

92 橋本　寧彩 ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

93 長尾　美里 ﾅｶﾞｵ ﾐｻﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

94 上原　彩有 ｳｴﾊﾗ ｻｱﾘ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

95 小寺　心結 ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (1)

96 堀田　莉乃 ﾎﾘﾀ ﾘﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

97 巖　　柚来 ｲﾜｵ ﾕﾗ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

98 吉浦　由梨 ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

99 金丸　咲月 ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

100 中田　結菜 ﾅｶﾀ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)
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101 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

102 勝部　真希 ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

103 峯崎　桃花 ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

104 田中愛優美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

105 定　　澪莉 ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

106 大窪　まい ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

107 川人　結菜 ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

108 池田　瑞季 ｲｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

109 吉識　珠季 ﾖｼｷ ﾀﾏｷ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

110 福田　　心 ﾌｸﾀﾞ ｺｺﾛ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

111 岩城　もあ ｲﾜｷ ﾓｱ 28824 コナミ西宮 小学 (1)

112 楠　　陽花 ｸｽﾉｷ ﾊﾙｶ 28824 コナミ西宮 小学 (1)

113 佐野　羽音 ｻﾉ ﾊｵ 28824 コナミ西宮 小学 (1)

114 前川　護瑚 ﾏｴｶﾜ ﾏｺ 28825 コナミ明石 小学 (6)

115 大倉　咲良 ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ 28825 コナミ明石 小学 (6)

116 酒井　　栞 ｻｶｲ ｼｵﾘ 28825 コナミ明石 小学 (5)

117 浅野　智菜 ｱｻﾉ ﾁﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

118 西尾　彩那 ﾆｼｵ ｱﾔﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

119 中田　有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 28825 コナミ明石 小学 (4)

120 山田　馨子 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ 28825 コナミ明石 小学 (3)

121 則包みりは ﾉﾘｶﾈ ﾐﾘﾊ 28825 コナミ明石 小学 (3)

122 早川　希颯 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾉｶ 28825 コナミ明石 小学 (2)

123 宮内　萌衣 ﾐﾔｳﾁ ﾒｲ 28825 コナミ明石 小学 (2)

124 西口　　和 ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

125 片山　智晶 ｶﾀﾔﾏ ﾁｱｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

126 北井めぐみ ｷﾀｲ ﾒｸﾞﾐ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

127 久保　美羽 ｸﾎﾞ ﾐｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

128 松本梨里香 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

129 森田　結香 ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

130 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

131 北村　苺唯 ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

132 黒田　愛美 ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

133 沼田　幸奈 ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

134 赤木　　楓 ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

135 堀　　花楓 ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

136 徳田　　舞 ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

137 北村　果蓮 ｷﾀﾑﾗ ｶﾚﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

138 吉田　凜香 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

139 濱田　彩愛 ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

140 吉川　真衣 ﾖｼｶﾜ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

141 真殿　咲希 ﾏﾄﾞﾉ ｻｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (1)

142 磯部　愛里 ｲｿﾍﾞ ｱｲﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

143 田島つむぐ ﾀｼﾞﾏ ﾂﾑｸﾞ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

144 小央　希咲 ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

145 久溜間　萌 ｸﾙﾏ ﾓｴ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

146 青木陽茉里 ｱｵｷ ﾋﾏﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

147 海老塚帆乃 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾎﾉ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

148 山口　幸子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

149 加藤　咲帆 ｶﾄｳ ｻﾎ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

150 海老塚明里 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ｱｶﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)
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151 谷口　莉珠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｽﾞ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

152 南野　心結 ﾐﾅﾐﾉ ﾐﾕ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

153 池本　彩乃 ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

154 古川　紗雪 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

155 高田　愛梨 ﾀｶﾀ ｱｲﾘ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

156 端村　美輝 ﾊｼﾑﾗ ﾐｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

157 前田　望海 ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

158 米虫　　彩 ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

159 安田　実優 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

160 有野　　誉 ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

161 塩井　心望 ｼｵｲ ｺﾉ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (3)

162 前田　成海 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾙﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (2)

163 角田　葵羽 ｶｸﾀﾞ ｱｵﾊ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (1)

164 安田　　翼 ﾔｽﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (1)

165 西林　亜衣 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｱｲ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (2)

166 井川ユキノ ｲｶﾜ ﾕｷﾉ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (1)

167 東　　咲希 ｱｽﾞﾏ ｻｷ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

168 金谷いろは ｶﾅﾀﾆ ｲﾛﾊ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

169 藤田　彩来 ﾌｼﾞﾀ ｱｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

170 小宮　莉奈 ｺﾐﾔ ﾘﾅ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

171 河村　　凜 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (2)

172 岸本　愛莉 ｷｼﾓﾄ ｱｲﾘ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (2)

173 土谷　咲弥 ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (1)

174 花畑　安那 ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

175 川﨑　彩那 ｶﾜｻｷ ｱﾔﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

176 今井陽菜乃 ｲﾏｲ ﾋﾅﾉ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

177 荒木　優来 ｱﾗｷ ﾕﾗ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

178 尾藤　弥天 ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

179 石山　紗愛 ｲｼﾔﾏ ｻｴ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

180 松下ひまり ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

181 橋本　詩織 ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

182 亀井　心音 ｶﾒｲ ｺｺﾈ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

183 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

184 辻　　永夏 ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

185 黒﨑　海里 ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

186 永野　華菜 ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

187 西勝　瑠香 ｻｲｶﾂ ﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

188 重田明日奏 ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

189 河村　祐那 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

190 玉村　麗花 ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

191 和田　菜月 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

192 大塚　　直 ｵｵﾂｶ ﾅｵ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

193 寺本　にこ ﾃﾗﾓﾄ ﾆｺ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

194 西村　茂空 ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ 28845 西脇天神池 高校 (2)

195 穂満　史帆 ﾎﾏﾝ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (6)

196 神澤　晴香 ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 28845 西脇天神池 小学 (5)

197 桑田　芽依 ｸﾜﾀ ﾒｲ 28845 西脇天神池 小学 (4)

198 神澤　志保 ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (3)

199 坂田みゆき ｻｶﾀ ﾐﾕｷ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (5)

200 久保　結和 ｸﾎﾞ ﾕｳｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (4)
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201 中西　優花 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (2)

202 宮田くるみ ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

203 寺村　優那 ﾃﾗﾑﾗ ﾕﾅ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

204 松本　琉花 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

205 田中　希帆 ﾀﾅｶ ｷﾎ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

206 三浦　美月 ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

207 細見　詩希 ﾎｿﾐ ｼｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

208 久島　莉凰 ｸｼﾞﾏ ﾘｵ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

209 居原田珠実 ｲﾊﾗﾀﾞ ﾀﾏﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

210 谷後　芽依 ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

211 久島　萌奈 ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

212 中郡　夏音 ﾅｶｺﾞｵﾘ ﾅﾂﾈ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

213 小栁　南緒 ｺﾔﾅｷﾞ ﾅｵ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

214 中井　結和 ﾅｶｲ ﾕｱ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

215 下山奈乃佳 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾉｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (4)

216 對喜　希実 ﾀｲｷ ﾉｿﾞﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (3)

217 澤田　未来 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (3)

218 加藤　琴葉 ｶﾄｳ ｺﾄﾊ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (2)

219 戸田　結梨 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ 28860 コナミ三田 小学 (3)

220 高濱　南実 ﾀｶﾊﾏ ﾐﾅﾐ 28860 コナミ三田 小学 (2)

221 坂根　　樹 ｻｶﾈ ｲﾂｷ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

222 吉村　知華 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

223 松田　桃奈 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

224 中川　綾姫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ 28865 尼崎市スポ振 小学 (2)

225 岡本　結衣 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

226 竹本　芽生 ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

227 大木　奏乃 ｵｵｷ ｶﾉ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

228 高寺　茜音 ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

229 村山　小咲 ﾑﾗﾔﾏ ﾁｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

230 上田　愛奈 ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

231 田中ゆめか ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

232 油木　瑠香 ｱﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｶ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

233 平野えみな ﾋﾗﾉ ｴﾐﾅ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

234 有本　杏樹 ｱﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

235 三路　色葉 ｻﾝｼﾞ ｲﾛﾊ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

236 西馬　奏美 ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

237 野辺　彩華 ﾉﾍﾞ ｱﾔｶ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (1)

238 山口　結愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

239 藤原　可奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

240 井上　舞凜 ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

241 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

242 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

243 八木　結麻 ﾔｷﾞ ﾕﾏ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (3)

244 藤原　沙衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｴ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

245 庄司　千鶴 ｼｮｳｼﾞ ﾁﾂﾞﾙ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

246 八木　怜麻 ﾔｷﾞ ﾚﾏ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (1)

247 早川　　桜 ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (1)

248 宮﨑　真緒 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｵ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

249 島田　莉沙 ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

250 掛樋　　希 ｶｹﾋ ﾉｿﾞﾐ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)
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251 齋藤　風愛 ｻｲﾄｳ ﾌｳｱ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

252 掛樋　　奏 ｶｹﾋ ｶﾅﾃﾞ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (2)

253 可藤　梨乃 ｶﾄｳ ﾘﾉ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

254 山室　　有 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

255 橘　　彩香 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

256 田上　　奏 ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

257 佐藤　美衣 ｻﾄｳ ﾐｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

258 樽磨　絢芽 ﾀﾙﾏ ｱﾔﾒ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

259 小嶋　涼香 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

260 延賀　琴音 ﾉﾌﾞｶ ｺﾄﾈ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

261 萩山　　凜 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 28874 イトマン三田 中学 (1)

262 加藤　愛望 ｶﾄｳ ｱﾓ 28874 イトマン三田 小学 (5)

263 小松原綾花 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

264 入江　藍菜 ｲﾘｴ ｱｲﾅ 28874 イトマン三田 小学 (4)

265 篠木穂乃佳 ｼﾉｷ ﾎﾉｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

266 板橋　有寿 ｲﾀﾊｼ ﾕｽﾞ 28874 イトマン三田 小学 (2)

267 宇奈手巴菜 ｳﾅﾃ ﾊﾅ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)

268 齊藤　美祐 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

269 津村　涼心 ﾂﾑﾗ ｽｽﾞﾐ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

270 龍口　采生 ﾘｭｳｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

271 中川　結月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

272 馬躰　環奈 ﾊﾞﾀｲ ｶﾝﾅ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

273 境野　沙里 ｻｶｲﾉ ｻﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

274 浦　　聡理 ｳﾗ ｻﾄﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

275 楳座　　杏 ｳﾒｻﾞ ｱﾝ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

276 曾田　汐里 ｱｲﾀﾞ ｼｵﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (1)

277 井上　侑紀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 28880 イトマン西神 中学 (1)

278 板東ゆあな ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ 28880 イトマン西神 小学 (5)

279 大西　日葵 ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ 28880 イトマン西神 小学 (5)

280 橋本　怜奈 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 28880 イトマン西神 小学 (4)

281 新井みやこ ｱﾗｲ ﾐﾔｺ 28880 イトマン西神 小学 (3)

282 新谷　莉那 ｼﾝﾀﾆ ﾘﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

283 樗木　那奈 ｵﾃｷ ﾅﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

284 長友瑚々夏 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

285 岩﨑　美琴 ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ 28880 イトマン西神 小学 (1)

286 深田　遥花 ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 28880 イトマン西神 小学 (1)

287 松本　　彩 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 28880 イトマン西神 小学 (1)

288 徳橋　朋菜 ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ 28881 マック武庫川 中学 (2)

289 大村　優菜 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 28881 マック武庫川 中学 (1)

290 岡本　麗央 ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 28881 マック武庫川 小学 (6)

291 安達　結希 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 28881 マック武庫川 小学 (5)

292 冨田　彩花 ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 小学 (5)

293 池田　莉菜 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 28881 マック武庫川 小学 (5)

294 岡本　梨沙 ｵｶﾓﾄ ﾘｻ 28881 マック武庫川 小学 (4)

295 角本　羽菜 ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 小学 (3)

296 髙内ひまり ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ 28883 こうでら 小学 (6)

297 福岡　苺依 ﾌｸｵｶ ﾒｲ 28883 こうでら 小学 (6)

298 廣石　梨音 ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ 28883 こうでら 小学 (5)

299 大﨑　葉月 ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ 28883 こうでら 小学 (5)

300 宮下　凜子 ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ 28883 こうでら 小学 (5)
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301 髙内ひなの ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ 28883 こうでら 小学 (5)

302 中田　貴羅 ﾅｶﾀ ｷﾗ 28883 こうでら 小学 (4)

303 沼田　杏菜 ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ 28883 こうでら 小学 (3)

304 岩永　彩里 ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾘ 28883 こうでら 小学 (3)

305 神崎　乃綾 ｶﾝｻﾞｷ ﾉｱ 28883 こうでら 小学 (3)

306 大谷　夏美 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ 28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

307 富永　奈和 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

308 林　穂乃花 ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

309 小川　奈々 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

310 田中　沙帆 ﾀﾅｶ ｻﾎ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

311 菊口　聖苗 ｷｸｸﾞﾁ ﾋﾅ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

312 内田　紗羅 ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

313 藤本　珠生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

314 船曵　寧々 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾈﾈ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

315 吉田　小捺 ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

316 三村ひより ﾐﾑﾗ ﾋﾖﾘ 28886 高砂ＦＣ 小学 (3)

317 大島江理花 ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ 28887 マック加古川 中学 (1)

318 辻本　優珠 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ 28887 マック加古川 小学 (6)

319 松下　星愛 ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ 28887 マック加古川 小学 (6)

320 岸本　夢叶 ｷｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 28887 マック加古川 小学 (5)

321 伊藤　瑠伽 ｲﾄｳ ﾙｶ 28887 マック加古川 小学 (4)

322 石倉　百望 ｲｼｸﾗ ﾓﾓ 28887 マック加古川 小学 (3)

323 冨士原結衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 28887 マック加古川 小学 (3)

324 木山　絢香 ｷﾔﾏ ｱﾔｶ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

325 永野　　空 ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

326 岡田　明依 ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (4)

327 大野　海咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

328 今江　紗也 ｲﾏｴ ｻﾔ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

329 平岡　莉奈 ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ 28888 Aqスポレスト 小学 (2)

330 森　　愛夏 ﾓﾘ ｱｲﾅ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

331 河島菜々子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

332 岡本　結衣 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

333 河島すみれ子 ｶﾜｼﾏ ｽﾐﾚｺ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

334 河合　咲音 ｶﾜｲ ｻﾄ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

335 中村　翠希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

336 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

337 上川　功翔 ｶﾐｶﾜ ｺﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (3)

338 西山　晴菜 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (2)

339 阪本実菜碧 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 小学 (3)

340 田井　千晴 ﾀｲ ﾁﾊﾙ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

341 桂　明日羽 ｶﾂﾗ ｱｽﾊ 28924 家島ＳＣ 小学 (6)

342 池内　莉乃 ｲｹｳﾁ ﾘﾉ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

343 北島　瑞希 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

344 吉田　百華 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

345 横山　結衣 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

346 森田　千穂 ﾓﾘﾀ ﾁﾎ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

347 西本陽代里 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

348 坂本　奏芽 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

349 足立　　奏 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 28932 ＴＸ夙川 小学 (5)

350 廣澤由里香 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾘｶ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)
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1 伊藤　夕凛 ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 真鍋　歩佳 ﾏﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 28101 大久保北中学 中学 (2)

3 山内あかり ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

4 駒田真理菜 ｺﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ 28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

5 山野那桜実 ﾔﾏﾉ ﾅｵﾐ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

6 倉田　夏帆 ｸﾗﾀ ｶﾎ 28801 イトマン川西 小学 (4)

7 川村　心咲 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

8 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

9 濱﨑　　藍 ﾊﾏｻﾞｷ ｱｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

10 上村　夏帆 ｳｴﾑﾗ ｶﾎ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

11 植田　明奈 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

12 濱﨑　　蘭 ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

13 有吉　柚花 ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ 28806 市川洗心館 小学 (6)

14 瀬良　史桜 ｾﾗ ｼｵﾝ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

15 岩本　帆夏 ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

16 吉田　菖乃 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

17 桧皮　来望 ﾋﾜ ｸﾙﾐ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (2)

18 木下　璃愛 ｷﾉｼﾀ ﾘｱ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

19 花房　美空 ﾊﾅﾌｻ ﾐｿﾗ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

20 阿部　花世 ｱﾍﾞ ﾊﾅﾖ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

21 原　　愛子 ﾊﾗ ｱｲｺ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

22 阪野　伽歩 ｻｶﾉ ｶﾎ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

23 宗平　愛華 ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

24 平　　実花 ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (6)

25 山口　夏鈴 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

26 高田　葵衣 ﾀｶﾀﾞ ｱｵｲ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

27 中辻　愛梨 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

28 臼杵　里紗 ｳｽｷ ﾘｻ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

29 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

30 林　　愛佳 ﾊﾔｼ ｱｲｶ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

31 林　　鈴佳 ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

32 東　　　歩 ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

33 柴本　桃花 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

34 上阪　　萌 ｳｴｻｶ ﾓｴ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

35 河本　紗良 ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

36 田辺　ゆあ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

37 藤川　愛菜 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

38 田中　咲楽 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

39 山野　綾音 ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

40 寺本果英奈 ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

41 山野　清花 ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ 28819 ＴＸ明石 小学 (5)

42 中矢　純宇 ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

43 橋本　寧彩 ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

44 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

45 小寺　心結 ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (1)

46 古田　燦乃 ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

47 長谷川奈々 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

48 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

49 西森　天音 ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

50 小寺　里奈 ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)
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51 田口こはる ﾀｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

52 西森　友咲 ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

53 中田　結菜 ﾅｶﾀ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

54 勝部　真希 ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

55 峯崎　桃花 ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

56 則包なのは ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ 28825 コナミ明石 中学 (2)

57 大倉　咲良 ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ 28825 コナミ明石 小学 (6)

58 加藤　心彩 ｶﾄｳ ｺｺｱ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

59 久保　美羽 ｸﾎﾞ ﾐｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

60 松本梨里香 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

61 徳田　結子 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

62 山岡ひなた ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

63 田内　冬華 ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

64 堀　　花楓 ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

65 田島つむぐ ﾀｼﾞﾏ ﾂﾑｸﾞ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

66 山下　愛貴 ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

67 小央　希咲 ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

68 中所　陽依 ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

69 西本　百花 ﾆｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

70 藤原　真希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

71 端村　美輝 ﾊｼﾑﾗ ﾐｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

72 菅原　凛夏 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

73 前田　望海 ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

74 有野　　誉 ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

75 塩井　心望 ｼｵｲ ｺﾉ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (3)

76 西林　亜衣 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｱｲ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (2)

77 井川ユキノ ｲｶﾜ ﾕｷﾉ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (1)

78 東　　咲希 ｱｽﾞﾏ ｻｷ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

79 金谷いろは ｶﾅﾀﾆ ｲﾛﾊ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

80 河村　　凜 ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (2)

81 岸本　愛莉 ｷｼﾓﾄ ｱｲﾘ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (2)

82 土谷　咲弥 ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (1)

83 今井陽菜乃 ｲﾏｲ ﾋﾅﾉ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

84 荒木　優来 ｱﾗｷ ﾕﾗ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

85 石山　紗愛 ｲｼﾔﾏ ｻｴ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

86 八田みのん ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

87 黒﨑　海里 ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

88 永野　華菜 ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

89 西村　茂空 ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ 28845 西脇天神池 高校 (2)

90 穂満　史帆 ﾎﾏﾝ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (6)

91 神澤　晴香 ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 28845 西脇天神池 小学 (5)

92 山本　星那 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 高校 (2)

93 北原　愛実 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾐ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (2)

94 細見　詩希 ﾎｿﾐ ｼｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

95 原　櫻里杏 ﾊﾗ ｻﾘｱ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

96 岡本　瑞生 ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 28866 ＳＵＮ加西 中学 (1)

97 田邉あけの ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

98 牛山知紗希 ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

99 大木　奏乃 ｵｵｷ ｶﾉ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

100 高寺　茜音 ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)
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101 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

102 西馬　奏美 ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

103 山口　結愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

104 藤原　可奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

105 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

106 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

107 掛樋　　希 ｶｹﾋ ﾉｿﾞﾐ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

108 齋藤　風愛 ｻｲﾄｳ ﾌｳｱ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

109 可藤　梨乃 ｶﾄｳ ﾘﾉ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

110 浅見　愛夏 ｱｻﾐ ｱｲｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

111 萩山　　凜 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 28874 イトマン三田 中学 (1)

112 佐藤　陽愛 ｻﾄｳ ﾊﾙｱ 28874 イトマン三田 小学 (5)

113 萩山優衣香 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

114 加藤　愛望 ｶﾄｳ ｱﾓ 28874 イトマン三田 小学 (5)

115 小松原綾花 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

116 岡馬　愛琉 ｵｶﾊﾞ ｱｲﾙ 28874 イトマン三田 小学 (4)

117 宇奈手巴菜 ｳﾅﾃ ﾊﾅ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)

118 齊藤　美祐 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

119 津村　涼心 ﾂﾑﾗ ｽｽﾞﾐ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

120 島崎　璃子 ｼﾏｻｷ ﾘｺ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

121 馬躰　環奈 ﾊﾞﾀｲ ｶﾝﾅ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

122 境野　沙里 ｻｶｲﾉ ｻﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

123 楳座　　杏 ｳﾒｻﾞ ｱﾝ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

124 井上　侑紀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 28880 イトマン西神 中学 (1)

125 板東ゆあな ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ 28880 イトマン西神 小学 (5)

126 徳橋　朋菜 ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ 28881 マック武庫川 中学 (2)

127 岡本　夏怜 ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ 28881 マック武庫川 中学 (2)

128 大村　優菜 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 28881 マック武庫川 中学 (1)

129 岡本　麗央 ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 28881 マック武庫川 小学 (6)

130 安達　結希 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ 28881 マック武庫川 小学 (5)

131 冨田　彩花 ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 小学 (5)

132 角本　羽菜 ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 小学 (3)

133 種田　果恵 ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ 28883 こうでら 中学 (2)

134 髙内ひまり ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ 28883 こうでら 小学 (6)

135 北田一千咲 ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ 28887 マック加古川 中学 (1)

136 大島江理花 ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ 28887 マック加古川 中学 (1)

137 辻本　優珠 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ 28887 マック加古川 小学 (6)

138 松下　星愛 ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ 28887 マック加古川 小学 (6)

139 岸本　夢叶 ｷｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 28887 マック加古川 小学 (5)

140 永野　　空 ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

141 森　　愛夏 ﾓﾘ ｱｲﾅ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

142 河島菜々子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

143 衣笠　莉沙 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

144 中村　翠希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

145 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

146 三宅　那実 ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ 28914 神戸北町Vivo 小学 (6)

147 阪本実菜碧 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 小学 (3)

148 中山　志麻 ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ 28916 洲本ＳＰ 小学 (6)

149 小林　愛來 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

150 田井　千晴 ﾀｲ ﾁﾊﾙ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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151 坂本　そら ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 28924 家島ＳＣ 小学 (4)

152 西本帆乃夏 ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

153 池内　莉乃 ｲｹｳﾁ ﾘﾉ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

154 北島　瑞希 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

155 坂本　初音 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

156 吉田　百華 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

157 横山　結衣 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

158 森田　千穂 ﾓﾘﾀ ﾁﾎ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

159 西本陽代里 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

160 坂本　奏芽 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

161 足立　　奏 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 28932 ＴＸ夙川 小学 (5)
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1 田中　　椛 ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ 28801 イトマン川西 小学 (6)

2 五百磐紗奈 ｲﾆﾜ ｻﾅ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

4 比嘉　杏佳 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

5 有吉　柚花 ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ 28806 市川洗心館 小学 (6)

6 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

7 宮本　朱里 ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

8 金子　心結 ｶﾈｺ ﾕﾕ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

9 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

10 木下　璃愛 ｷﾉｼﾀ ﾘｱ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

11 平　　実花 ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (6)

12 木曽　那芽 ｷｿ ﾅﾂﾒ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

13 中辻　愛梨 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

14 田中　優衣 ﾀﾅｶ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

15 林　　愛佳 ﾊﾔｼ ｱｲｶ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

16 林　　鈴佳 ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

17 東　　　歩 ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

18 小方　桃菜 ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

19 田辺　ゆあ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

20 廣田　七海 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

21 野口　結奈 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

22 川口　羽音 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

23 山野　綾音 ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

24 藤岡ふたば ﾌｼﾞｵｶ ﾌﾀﾊﾞ 28819 ＴＸ明石 小学 (6)

25 三上　陽奈 ﾐｶﾐ ﾋﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

26 小川　　歩 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

27 清王　梨花 ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

28 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

29 西森　天音 ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

30 小寺　里奈 ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

31 中田　結菜 ﾅｶﾀ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

32 大倉　咲良 ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ 28825 コナミ明石 小学 (6)

33 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

34 梶川　智沙 ｶｼﾞｶﾜ ﾁｻ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (1)

35 清水　　絢 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

36 徳田　結子 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

37 竹川うらら ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

38 山下　愛貴 ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

39 中所　陽依 ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

40 古川　紗雪 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

41 合葉　安香 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

42 荒木なぎさ ｱﾗｷ ﾅｷﾞｻ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

43 米虫　　彩 ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

44 井川ユキノ ｲｶﾜ ﾕｷﾉ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (1)

45 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

46 八田みのん ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

47 土肥　　綺 ﾄﾞﾋ ｱﾔ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

48 西村　茂空 ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ 28845 西脇天神池 高校 (2)

49 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

50 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)
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51 細見　詩希 ﾎｿﾐ ｼｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

52 下山　恵依 ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

53 吉田　陽奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 28860 コナミ三田 中学 (1)

54 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

55 頼末　夏希 ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

56 中田　伶音 ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

57 岡本　瑞生 ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 28866 ＳＵＮ加西 中学 (1)

58 田邉あけの ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

59 田中　妃織 ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

60 竹内　心望 ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

61 浅見　優希 ｱｻﾐ ﾕｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

62 佐藤　陽愛 ｻﾄｳ ﾊﾙｱ 28874 イトマン三田 小学 (5)

63 萩山優衣香 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

64 松岡　和澄 ﾏﾂｵｶ ｵﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)

65 井上　侑紀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 28880 イトマン西神 中学 (1)

66 岡本　麗央 ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 28881 マック武庫川 小学 (6)

67 種田　果恵 ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ 28883 こうでら 中学 (2)

68 宮﨑陽菜乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 28887 マック加古川 中学 (1)

69 木山　絢香 ｷﾔﾏ ｱﾔｶ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

70 松尾　颯希 ﾏﾂｵ ｻﾂｷ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

71 西島　恵茉 ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ 28898 佐用ＳＳ 高校 (1)

72 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

73 中山　志麻 ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ 28916 洲本ＳＰ 小学 (6)

74 田井　千晴 ﾀｲ ﾁﾊﾙ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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1 塩谷　奈菜 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ 28825 コナミ明石 中学 (2)

2 梶川　智沙 ｶｼﾞｶﾜ ﾁｻ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (1)

3 山下　愛貴 ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

4 正垣　水梨 ﾏｻｶﾞｷ ﾅﾘ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

5 平井　和実 ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

6 川﨑　彩那 ｶﾜｻｷ ｱﾔﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

7 頼末　夏希 ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ 28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

8 竹内　心望 ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

9 松岡　和澄 ﾏﾂｵｶ ｵﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 中学 (2)
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1 山野　心寧 ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ 28801 イトマン川西 小学 (5)

2 横佩　咲羽 ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 秋庭ひより ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

4 高野　　葵 ﾀｶﾉ ｱｵｲ 28801 イトマン川西 小学 (3)

5 辰己　爽和 ﾀﾂﾐ ｻﾜ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

6 伊藤　杏奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

7 大津輪紗弥 ｵｵﾂﾜ ｻﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

8 石井　　涼 ｲｼｲ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

9 曽根心々美 ｿﾈ ｺｺﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

10 東南　弥空 ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

11 荒本　佑愛 ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

12 有本　芽以 ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

13 志井　宙寧 ｼｲ ｿﾗﾈ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

14 大道　　栞 ｵｵﾐﾁ ｼｵﾘ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

15 海老納一花 ｴﾋﾞﾅ ｲﾁｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

16 中川　琴葉 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (2)

17 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

18 瀬良　史桜 ｾﾗ ｼｵﾝ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

19 榎本　彩加 ｴﾉﾓﾄ ｱﾔｶ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

20 阪野　那奈 ｻｶﾉ ﾅﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

21 亀井乃々花 ｶﾒｲ ﾉﾉｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

22 吉川つくし ﾖｼｶﾜ ﾂｸｼ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (4)

23 川口　穂奏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

24 宮田悠里子 ﾐﾔﾀ ﾕﾘｺ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

25 小宅加奈恵 ｵﾔｹ ｶﾅｴ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

26 高山　莉愛 ﾀｶﾔﾏ ﾘｱ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

27 齊藤　万也 ｻｲﾄｳ ﾏﾔ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

28 大野　莉音 ｵｵﾉ ﾘｵﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

29 荒西　真有 ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

30 藤井　咲羽 ﾌｼﾞｲ ｻﾜ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

31 寺本莉佳子 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

32 井本　奈那 ｲﾓﾄ ﾅﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

33 狩野　里奈 ｶﾉｳ ﾘﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

34 橋本　愛乃 ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

35 野口　明希 ﾉｸﾞﾁ ｱｷ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

36 田中　咲楽 ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

37 田中　和歌 ﾀﾅｶ ﾜｶ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

38 中村　珠空 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 28819 ＴＸ明石 小学 (3)

39 松本　佳純 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

40 長谷川希姫 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｷ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

41 長尾　美里 ﾅｶﾞｵ ﾐｻﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

42 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

43 巖　　柚来 ｲﾜｵ ﾕﾗ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

44 吉浦　由梨 ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

45 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

46 小口　琴音 ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

47 小口　湊音 ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

48 梅崎　　杏 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

49 川人　結菜 ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

50 南口　百花 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (3)
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51 吉識　珠季 ﾖｼｷ ﾀﾏｷ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

52 宮内　萌衣 ﾐﾔｳﾁ ﾒｲ 28825 コナミ明石 小学 (2)

53 清水　　絢 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

54 北井めぐみ ｷﾀｲ ﾒｸﾞﾐ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

55 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

56 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

57 竹川うらら ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

58 山岡ひなた ﾔﾏｵｶ ﾋﾅﾀ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

59 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

60 溝口　穂華 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

61 吉本　樹里 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

62 沼田　幸奈 ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

63 田中　愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

64 宮城玲衣花 ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

65 吉田　凜香 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

66 濱田　彩愛 ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

67 吉川　真衣 ﾖｼｶﾜ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

68 海老塚帆乃 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾎﾉ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

69 栗林　美緒 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

70 山口　幸子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

71 海老塚明里 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ｱｶﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

72 谷口　莉珠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｽﾞ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

73 合葉　愛美 ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (1)

74 森實小百合 ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾕﾘ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

75 安田　　翼 ﾔｽﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (1)

76 上田　佳穂 ｳｴﾀﾞ ｶﾎ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (2)

77 楠井　彩乃 ｸｽｲ ｱﾔﾉ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

78 原口　かな ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

79 鈴木　心彩 ｽｽﾞｷ ｺｺｱ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

80 今井陽菜乃 ｲﾏｲ ﾋﾅﾉ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

81 細田ひより ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

82 亀井　心音 ｶﾒｲ ｺｺﾈ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

83 石原くるみ ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

84 土肥　　綺 ﾄﾞﾋ ｱﾔ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

85 和田　菜月 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

86 桑田　芽依 ｸﾜﾀ ﾒｲ 28845 西脇天神池 小学 (4)

87 神澤　志保 ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (3)

88 北原　希実 ｷﾀﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (6)

89 中西　優花 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (2)

90 大成　和花 ﾀﾞｲﾅﾘ ﾜｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

91 宮田くるみ ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

92 小坂　杏珠 ｺｻｶ ｱﾝｼﾞｭ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

93 寺村　優那 ﾃﾗﾑﾗ ﾕﾅ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

94 松本　亜美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

95 居原田珠実 ｲﾊﾗﾀﾞ ﾀﾏﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

96 谷後　芽依 ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

97 久島　萌奈 ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

98 對喜　希実 ﾀｲｷ ﾉｿﾞﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (3)

99 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

100 吉村　知華 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)
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101 松田　桃奈 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

102 竹本　芽生 ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

103 田中ゆめか ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

104 有本　杏樹 ｱﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

105 中村　綺那 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (1)

106 八木　結麻 ﾔｷﾞ ﾕﾏ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (3)

107 藤原　沙衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｴ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

108 庄司　千鶴 ｼｮｳｼﾞ ﾁﾂﾞﾙ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (2)

109 可藤　梨乃 ｶﾄｳ ﾘﾉ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

110 河野　紗奈 ｶﾜﾉ ｻﾅ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

111 天川　結愛 ｱﾏｶﾜ ﾕｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

112 山室　　有 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

113 橘　　彩香 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

114 浅見　愛夏 ｱｻﾐ ｱｲｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

115 田上　　奏 ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

116 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

117 深澤　彩葉 ﾌｶｻﾜ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

118 玉利　愛佳 ﾀﾏﾘ ｱｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

119 岡馬　愛琉 ｵｶﾊﾞ ｱｲﾙ 28874 イトマン三田 小学 (4)

120 柳田　　澪 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ 28874 イトマン三田 小学 (4)

121 板橋　有寿 ｲﾀﾊｼ ﾕｽﾞ 28874 イトマン三田 小学 (2)

122 津村　涼心 ﾂﾑﾗ ｽｽﾞﾐ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

123 楳座　　杏 ｳﾒｻﾞ ｱﾝ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

124 樗木　那奈 ｵﾃｷ ﾅﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

125 長友瑚々夏 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

126 岩﨑　美琴 ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ 28880 イトマン西神 小学 (1)

127 伊豆　彩加 ｲｽﾞ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 中学 (2)

128 徳橋　朋菜 ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ 28881 マック武庫川 中学 (2)

129 池田　莉菜 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 28881 マック武庫川 小学 (5)

130 廣石　梨音 ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ 28883 こうでら 小学 (5)

131 宮下　凜子 ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ 28883 こうでら 小学 (5)

132 中田　貴羅 ﾅｶﾀ ｷﾗ 28883 こうでら 小学 (4)

133 沼田　杏菜 ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ 28883 こうでら 小学 (3)

134 岩永　彩里 ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾘ 28883 こうでら 小学 (3)

135 神崎　乃綾 ｶﾝｻﾞｷ ﾉｱ 28883 こうでら 小学 (3)

136 富永　奈和 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

137 林　穂乃花 ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

138 菊口　聖苗 ｷｸｸﾞﾁ ﾋﾅ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

139 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28887 マック加古川 小学 (4)

140 大山　陽愛 ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 28887 マック加古川 小学 (4)

141 片山　美空 ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

142 岡田　明依 ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (4)

143 永田　　蒼 ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (4)

144 平岡　莉奈 ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ 28888 Aqスポレスト 小学 (2)

145 岡本　結衣 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

146 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

147 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

148 西山　晴菜 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (2)

149 桂　明日羽 ｶﾂﾗ ｱｽﾊ 28924 家島ＳＣ 小学 (6)

150 廣澤由里香 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾘｶ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)
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1 野沢井ひな ﾉｻﾞﾜｲ ﾋﾅ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

2 五百磐紗奈 ｲﾆﾜ ｻﾅ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 倉田　夏帆 ｸﾗﾀ ｶﾎ 28801 イトマン川西 小学 (4)

4 坂口　　穂 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 伊藤　杏奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

6 比嘉　杏佳 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

7 大津輪紗弥 ｵｵﾂﾜ ｻﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

8 上林亜依花 ｳｴﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

9 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

10 大西　ゆあ ｵｵﾆｼ ﾕｱ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

11 木曽　那芽 ｷｿ ﾅﾂﾒ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

12 亀井乃々花 ｶﾒｲ ﾉﾉｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

13 松口　陽葵 ﾏﾂｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

14 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

15 竹原千紗葵 ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

16 野口　結奈 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

17 藤川　愛菜 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

18 園山　莉菜 ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (1)

19 塩谷　心香 ｼｵﾀﾆ ｺｺ 28825 コナミ明石 小学 (4)

20 原田　七海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

21 中林　愛子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

22 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

23 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

24 入江　結月 ｲﾘｴ ﾕﾂｷ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

25 森實小百合 ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾕﾘ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

26 平井　那歩 ﾋﾗｲ ﾅｵ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

27 合葉　安香 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

28 楠井　彩乃 ｸｽｲ ｱﾔﾉ 28840 ＮＳＩ 小学 (6)

29 原口　かな ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

30 鈴木　心彩 ｽｽﾞｷ ｺｺｱ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

31 辻　　永夏 ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

32 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

33 松本　亜美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

34 三浦　美月 ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

35 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

36 中田　伶音 ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

37 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

38 萩山優衣香 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

39 深澤　彩葉 ﾌｶｻﾜ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

40 玉利　愛佳 ﾀﾏﾘ ｱｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

41 伊豆　彩加 ｲｽﾞ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 中学 (2)

42 豊田　淳子 ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 28881 マック武庫川 中学 (2)

43 中島　琉莉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ 28881 マック武庫川 中学 (1)

44 廣石　梨音 ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ 28883 こうでら 小学 (5)

45 宮﨑陽菜乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 28887 マック加古川 中学 (1)

46 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28887 マック加古川 小学 (4)

47 片山　美空 ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

48 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

49 永田　　杏 ﾅｶﾞﾀ ｱﾝｽﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

50 掘井　小春 ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (2)
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51 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)

52 中山　志麻 ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ 28916 洲本ＳＰ 小学 (6)
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1 野沢井ひな ﾉｻﾞﾜｲ ﾋﾅ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

2 中川　琴葉 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (2)

3 松本梨里香 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

4 原口　かな ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

5 鈴木　心彩 ｽｽﾞｷ ｺｺｱ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

6 松本　亜美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

7 長田　芽衣 ｵｻﾀﾞ ﾒｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

8 豊田　淳子 ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 28881 マック武庫川 中学 (2)

9 掘井　小春 ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (2)
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1 川村　心咲 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

2 三村　優花 ﾐﾑﾗ ﾕｳｶ 28801 イトマン川西 小学 (2)

3 石井　　涼 ｲｼｲ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

4 木村　英菜 ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

5 東南　弥空 ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

6 上村　夏帆 ｳｴﾑﾗ ｶﾎ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

7 川田　莉菜 ｶﾜﾀ ﾘﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

8 鎌田　　鈴 ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

9 鵜川　眞子 ｳｶﾜ ﾏｺ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

10 岩﨑　結子 ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ 28806 市川洗心館 中学 (3)

11 寺口　仁琴 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾆｺ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

12 宮本　朱里 ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

13 大西　ゆあ ｵｵﾆｼ ﾕｱ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

14 園山　星菜 ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

15 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

16 片嶋　悠那 ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (2)

17 濱頭　彩花 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ｱﾔｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

18 阪野　那奈 ｻｶﾉ ﾅﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

19 川口　穂奏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (3)

20 神場　優衣 ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

21 大西　春歌 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (4)

22 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

23 藤井　咲羽 ﾌｼﾞｲ ｻﾜ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

24 石躍　真悠 ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾏﾕ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

25 大橋　和花 ｵｵﾊｼ ﾜｶ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

26 大井　　環 ｵｵｲ ﾀﾏｷ 28815 イトマン神戸 小学 (1)

27 大川　真愛 ｵｵｶﾜ ﾏｵ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

28 正谷　　渚 ﾏｻﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

29 池田　杏奈 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

30 藤岡ふたば ﾌｼﾞｵｶ ﾌﾀﾊﾞ 28819 ＴＸ明石 小学 (6)

31 藤岡いろは ﾌｼﾞｵｶ ｲﾛﾊ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

32 立花　桜優 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

33 長谷川希姫 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｷ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

34 上原　彩有 ｳｴﾊﾗ ｻｱﾘ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

35 田中愛優美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

36 小口　琴音 ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

37 小口　湊音 ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

38 安田　凜咲 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

39 定　　澪莉 ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

40 梅崎　　杏 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

41 南口　百花 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

42 池田　瑞季 ｲｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

43 前川　護瑚 ﾏｴｶﾜ ﾏｺ 28825 コナミ明石 小学 (6)

44 酒井　　栞 ｻｶｲ ｼｵﾘ 28825 コナミ明石 小学 (5)

45 浅野　智菜 ｱｻﾉ ﾁﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

46 中田　有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 28825 コナミ明石 小学 (4)

47 宮内　萌衣 ﾐﾔｳﾁ ﾒｲ 28825 コナミ明石 小学 (2)

48 片山　智晶 ｶﾀﾔﾏ ﾁｱｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

49 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

50 竹川うらら ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)
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51 田内　冬華 ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

52 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

53 溝口　穂華 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

54 沼田　幸奈 ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

55 宮城玲衣花 ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

56 徳田　　舞 ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

57 清水　瑠南 ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

58 青木陽茉里 ｱｵｷ ﾋﾏﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

59 海老塚帆乃 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾎﾉ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

60 加藤　咲帆 ｶﾄｳ ｻﾎ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

61 海老塚明里 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ｱｶﾘ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

62 南野　心結 ﾐﾅﾐﾉ ﾐﾕ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

63 橋本　　愛 ﾊｼﾓﾄ ｱｲ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

64 安田　実優 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

65 角田　葵羽 ｶｸﾀﾞ ｱｵﾊ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (1)

66 加賀田羽海 ｶｶﾞﾀ ｳﾐ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (6)

67 上田　佳穂 ｳｴﾀﾞ ｶﾎ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (2)

68 田中　美優 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

69 渡邉彩美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

70 細田ひより ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

71 松下ひまり ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

72 西本　優愛 ﾆｼﾓﾄ ﾕｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

73 西勝　瑠香 ｻｲｶﾂ ﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

74 重田明日奏 ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

75 玉村　麗花 ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

76 大塚　　直 ｵｵﾂｶ ﾅｵ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

77 神澤　晴香 ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 28845 西脇天神池 小学 (5)

78 中西　優衣 ﾅｶﾆｼ ﾕｲ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (5)

79 坂田みゆき ｻｶﾀ ﾐﾕｷ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (5)

80 久保　結和 ｸﾎﾞ ﾕｳｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (4)

81 宮田くるみ ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

82 冨士原良音楽 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾛｵﾗ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

83 松本　琉花 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

84 田中　希帆 ﾀﾅｶ ｷﾎ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

85 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

86 久島　莉凰 ｸｼﾞﾏ ﾘｵ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

87 谷後　芽依 ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

88 久島　萌奈 ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

89 示野　莉子 ｼﾒﾉ ﾘｺ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

90 加藤　琴葉 ｶﾄｳ ｺﾄﾊ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (2)

91 戸田　結梨 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ 28860 コナミ三田 小学 (3)

92 高濱　南実 ﾀｶﾊﾏ ﾐﾅﾐ 28860 コナミ三田 小学 (2)

93 藤田　梨恋 ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

94 竹本　芽生 ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

95 牛山知紗希 ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

96 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

97 上田　愛奈 ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

98 油木　瑠香 ｱﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｶ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

99 井上　舞凜 ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

100 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)
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101 宮﨑　真緒 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｵ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (6)

102 島田　莉沙 ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

103 掛樋　　希 ｶｹﾋ ﾉｿﾞﾐ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

104 掛樋　　奏 ｶｹﾋ ｶﾅﾃﾞ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (2)

105 田上　　奏 ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

106 小嶋　涼香 ｺｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

107 延賀　琴音 ﾉﾌﾞｶ ｺﾄﾈ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

108 有井　瑞稀 ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

109 波平　夏歩 ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ 28874 イトマン三田 小学 (4)

110 柳田　　澪 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ 28874 イトマン三田 小学 (4)

111 中川　結月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

112 中川　彩帆 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾎ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

113 浦　　聡理 ｳﾗ ｻﾄﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

114 新井みやこ ｱﾗｲ ﾐﾔｺ 28880 イトマン西神 小学 (3)

115 水野　　蘭 ﾐｽﾞﾉ ﾗﾝ 28880 イトマン西神 小学 (2)

116 長友瑚々夏 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

117 深田　遥花 ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 28880 イトマン西神 小学 (1)

118 田中　恵梨 ﾀﾅｶ ｴﾘ 28881 マック武庫川 高校 (2)

119 池田　莉菜 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 28881 マック武庫川 小学 (5)

120 大﨑　葉月 ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ 28883 こうでら 小学 (5)

121 宮下　凜子 ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ 28883 こうでら 小学 (5)

122 坂本　虹心 ｻｶﾓﾄ ｺｺ 28883 こうでら 小学 (4)

123 中田　貴羅 ﾅｶﾀ ｷﾗ 28883 こうでら 小学 (4)

124 沼田　杏菜 ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ 28883 こうでら 小学 (3)

125 田中　沙帆 ﾀﾅｶ ｻﾎ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

126 内田　紗羅 ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

127 三村ひより ﾐﾑﾗ ﾋﾖﾘ 28886 高砂ＦＣ 小学 (3)

128 伊藤　瑠伽 ｲﾄｳ ﾙｶ 28887 マック加古川 小学 (4)

129 大山　陽愛 ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 28887 マック加古川 小学 (4)

130 石倉　百望 ｲｼｸﾗ ﾓﾓ 28887 マック加古川 小学 (3)

131 冨士原結衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 28887 マック加古川 小学 (3)

132 永田　　蒼 ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (4)

133 大野　海咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

134 西田実沙紀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ 28898 佐用ＳＳ 中学 (1)

135 衣笠　莉沙 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

136 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

137 上川　功翔 ｶﾐｶﾜ ｺﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (3)

138 森本菜々美 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 高校 (2)

139 上田　夏愛 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ 28924 家島ＳＣ 小学 (6)
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1 松本　沙優 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾕ 28101 大久保北中学 中学 (2)

2 倉田　夏帆 ｸﾗﾀ ｶﾎ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 岩﨑　結子 ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ 28806 市川洗心館 中学 (3)

4 寺口　仁琴 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾆｺ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

5 片嶋　悠那 ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (2)

6 阪野　伽歩 ｻｶﾉ ｶﾎ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

7 濱頭　彩花 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ｱﾔｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

8 阪野　那奈 ｻｶﾉ ﾅﾅ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

9 神場　優衣 ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

10 森岡　晃子 ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

11 望月ひより ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

12 溝口　穂華 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

13 田中　愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

14 清水　瑠南 ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (1)

15 合葉　愛美 ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (1)

16 橋本　　愛 ﾊｼﾓﾄ ｱｲ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

17 加賀田羽海 ｶｶﾞﾀ ｳﾐ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (6)

18 田中　美優 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

19 永山　　凛 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾝ 28840 ＮＳＩ 小学 (5)

20 渡邉彩美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

21 松下ひまり ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

22 橋本　詩織 ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

23 西本　優愛 ﾆｼﾓﾄ ﾕｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

24 西勝　瑠香 ｻｲｶﾂ ﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

25 中西　優衣 ﾅｶﾆｼ ﾕｲ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (5)

26 井上ふゆな ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

27 藤田　梨恋 ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

28 牛山知紗希 ｳｼﾔﾏ ﾁｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

29 高寺　茜音 ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

30 有井　瑞稀 ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

31 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

32 波平　夏歩 ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ 28874 イトマン三田 小学 (4)

33 濱野　　鈴 ﾊﾏﾉ ﾘﾝ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

34 中川　彩帆 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾎ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

35 田中　恵梨 ﾀﾅｶ ｴﾘ 28881 マック武庫川 高校 (2)

36 米田　　華 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 高校 (1)

37 岡本　夏怜 ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ 28881 マック武庫川 中学 (2)

38 中島　琉莉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ 28881 マック武庫川 中学 (1)

39 北田一千咲 ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ 28887 マック加古川 中学 (1)

40 石川ひより ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

41 菖蒲池　鈴 ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

42 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)

43 小林　愛來 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)

44 上田　夏愛 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ 28924 家島ＳＣ 小学 (6)

45 足立　　奏 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ 28932 ＴＸ夙川 小学 (5)
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1 大畑　顕乃 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ 28418 龍野北高校 高校 (1)

2 高尾　桜奈 ﾀｶｵ ｻﾅ 28806 市川洗心館 高校 (1)

3 岩﨑　結子 ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ 28806 市川洗心館 中学 (3)

4 寺口　仁琴 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾆｺ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

5 大上　　結 ｵｵｳｴ ﾕｲ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

6 神場　優衣 ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

7 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

8 石川ひより ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

9 小林　愛來 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ 28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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1 福井恵利子 ﾌｸｲ ｴﾘｺ 28801 イトマン川西 小学 (6)

2 五百磐紗奈 ｲﾆﾜ ｻﾅ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 川村　心咲 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

4 秋庭ひより ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 村田　花音 ﾑﾗﾀ ｶﾉﾝ 28801 イトマン川西 小学 (3)

6 辰己　爽和 ﾀﾂﾐ ｻﾜ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

7 石井　　涼 ｲｼｲ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

8 曽根心々美 ｿﾈ ｺｺﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

9 皐月　　光 ｻﾂｷ ﾋｶﾙ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

10 木村　英菜 ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

11 荒本　佑愛 ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

12 有本　芽以 ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

13 川田　莉菜 ｶﾜﾀ ﾘﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

14 鎌田　　鈴 ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

15 植田　明奈 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

16 濱﨑　　蘭 ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

17 鵜川　眞子 ｳｶﾜ ﾏｺ 28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

18 上林亜依花 ｳｴﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

19 岩本　帆夏 ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

20 岡田　彩来 ｵｶﾀﾞ ｻﾗ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (3)

21 園山　星菜 ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

22 山口　夏鈴 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

23 小塩　花音 ｺｼｵ ｶﾉﾝ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

24 田中　友夢 ﾀﾅｶ ﾕﾒ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

25 河本　紗良 ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

26 井澤　明里 ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

27 大野　莉音 ｵｵﾉ ﾘｵﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

28 河本　莉桜 ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

29 上阪　　唯 ｳｴｻｶ ﾕｲ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

30 吉村　安珠 ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

31 中田　　海 ﾅｶﾀ ｳﾐ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

32 中田　小雪 ﾅｶﾀ ｺﾕｷ 28815 イトマン神戸 中学 (2)

33 江口　陽菜 ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

34 竹原千紗葵 ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

35 井本　奈那 ｲﾓﾄ ﾅﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

36 村田　彩心 ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

37 貴島　彩羽 ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

38 橋本　愛乃 ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ 28815 イトマン神戸 小学 (2)

39 浦川　夏歩 ｳﾗｶﾜ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

40 勝　　悠涼 ｶﾂ ﾕｳﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

41 川崎　柚季 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

42 追立　花音 ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

43 田中　和歌 ﾀﾅｶ ﾜｶ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

44 寺本果英奈 ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (2)

45 赤坂　夢来 ｱｶｻｶ ﾕﾅ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

46 橋本　寧彩 ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

47 三上　陽奈 ﾐｶﾐ ﾋﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

48 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

49 長谷川奈々 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

50 堀田　莉乃 ﾎﾘﾀ ﾘﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)
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51 田口こはる ﾀｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

52 西森　友咲 ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

53 吉浦　由梨 ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

54 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

55 勝部　真希 ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

56 峯崎　桃花 ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

57 田中愛優美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

58 小口　湊音 ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

59 安田　凜咲 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

60 定　　澪莉 ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

61 梅崎　　杏 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

62 大窪　まい ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

63 川人　結菜 ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

64 南口　百花 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

65 則包なのは ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ 28825 コナミ明石 中学 (2)

66 西尾　彩那 ﾆｼｵ ｱﾔﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

67 山田　馨子 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ 28825 コナミ明石 小学 (3)

68 原田　七海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

69 西口　　和 ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

70 北村　苺唯 ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

71 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

72 赤木　　楓 ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

73 田中　愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

74 徳田　　舞 ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

75 吉田　凜香 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

76 栗林　美緒 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

77 加藤　咲帆 ｶﾄｳ ｻﾎ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (3)

78 谷口　莉珠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｽﾞ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

79 南野　心結 ﾐﾅﾐﾉ ﾐﾕ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (2)

80 佐藤奈々美 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

81 高田　愛梨 ﾀｶﾀ ｱｲﾘ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

82 藤原　真希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

83 端村　美輝 ﾊｼﾑﾗ ﾐｷ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

84 前田　望海 ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

85 有野　　誉 ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (6)

86 前田　成海 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾙﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (2)

87 西林　亜衣 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ｱｲ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (2)

88 上田　佳穂 ｳｴﾀﾞ ｶﾎ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (2)

89 塩澤　夏希 ｼｵｻﾜ ﾅﾂｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

90 笠原穂乃果 ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (1)

91 平井　和実 ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

92 花畑　安那 ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

93 川﨑　彩那 ｶﾜｻｷ ｱﾔﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

94 尾藤　弥天 ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

95 石原くるみ ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

96 黒﨑　海里 ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

97 河村　祐那 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

98 和田　菜月 ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

99 浅川穂乃佳 ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (2)

100 北原　愛実 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾐ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (2)
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101 北原　希実 ｷﾀﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 小学 (6)

102 井上ふゆな ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

103 大成　和花 ﾀﾞｲﾅﾘ ﾜｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

104 小坂　杏珠 ｺｻｶ ｱﾝｼﾞｭ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

105 田中　希帆 ﾀﾅｶ ｷﾎ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

106 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

107 中郡　夏音 ﾅｶｺﾞｵﾘ ﾅﾂﾈ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

108 下山　恵依 ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

109 示野　莉子 ｼﾒﾉ ﾘｺ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)

110 戸田　結梨 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ 28860 コナミ三田 小学 (3)

111 原　櫻里杏 ﾊﾗ ｻﾘｱ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

112 吉村　知華 ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

113 松田　桃奈 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

114 横山　七穂 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾎ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

115 岡本　結衣 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

116 大木　奏乃 ｵｵｷ ｶﾉ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

117 村山　小咲 ﾑﾗﾔﾏ ﾁｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

118 有本　杏樹 ｱﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

119 三路　色葉 ｻﾝｼﾞ ｲﾛﾊ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

120 西馬　奏美 ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

121 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

122 井上　舞凜 ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

123 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

124 早川　　桜 ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (1)

125 下釜明日夏 ｼﾓｶﾞﾏ ｱｽｶ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (1)

126 島田　莉沙 ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (5)

127 齋藤　風愛 ｻｲﾄｳ ﾌｳｱ 28870 武庫之荘ＳＳ 小学 (4)

128 山室　　有 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

129 橘　　彩香 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

130 浅見　愛夏 ｱｻﾐ ｱｲｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

131 佐藤　美衣 ｻﾄｳ ﾐｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

132 樽磨　絢芽 ﾀﾙﾏ ｱﾔﾒ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

133 延賀　琴音 ﾉﾌﾞｶ ｺﾄﾈ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

134 佐藤　陽愛 ｻﾄｳ ﾊﾙｱ 28874 イトマン三田 小学 (5)

135 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

136 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

137 飯田　佳蓮 ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ 28874 イトマン三田 小学 (5)

138 岡馬　愛琉 ｵｶﾊﾞ ｱｲﾙ 28874 イトマン三田 小学 (4)

139 入江　藍菜 ｲﾘｴ ｱｲﾅ 28874 イトマン三田 小学 (4)

140 柳田　　澪 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ 28874 イトマン三田 小学 (4)

141 篠木穂乃佳 ｼﾉｷ ﾎﾉｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

142 齊藤　美祐 ｻｲﾄｳ ﾐﾕ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

143 島崎　璃子 ｼﾏｻｷ ﾘｺ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

144 境野　沙里 ｻｶｲﾉ ｻﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

145 板東ゆあな ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ 28880 イトマン西神 小学 (5)

146 大西　日葵 ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ 28880 イトマン西神 小学 (5)

147 橋本　怜奈 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 28880 イトマン西神 小学 (4)

148 新谷　莉那 ｼﾝﾀﾆ ﾘﾅ 28880 イトマン西神 小学 (2)

149 岩﨑　美琴 ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ 28880 イトマン西神 小学 (1)

150 松本　　彩 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 28880 イトマン西神 小学 (1)
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151 伊豆　彩加 ｲｽﾞ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 中学 (2)

152 岡本　夏怜 ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ 28881 マック武庫川 中学 (2)

153 大村　優菜 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 28881 マック武庫川 中学 (1)

154 中村　心香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 28881 マック武庫川 小学 (6)

155 冨田　彩花 ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 28881 マック武庫川 小学 (5)

156 岡本　梨沙 ｵｶﾓﾄ ﾘｻ 28881 マック武庫川 小学 (4)

157 角本　羽菜 ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 小学 (3)

158 髙内ひなの ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ 28883 こうでら 小学 (5)

159 坂本　虹心 ｻｶﾓﾄ ｺｺ 28883 こうでら 小学 (4)

160 小川　奈々 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ 28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

161 藤本　珠生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

162 船曵　寧々 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾈﾈ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

163 吉田　小捺 ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

164 伊藤　瑠伽 ｲﾄｳ ﾙｶ 28887 マック加古川 小学 (4)

165 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28887 マック加古川 小学 (4)

166 大山　陽愛 ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 28887 マック加古川 小学 (4)

167 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

168 今江　紗也 ｲﾏｴ ｻﾔ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

169 平岡　莉奈 ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ 28888 Aqスポレスト 小学 (2)

170 掘井　愛乃 ﾎﾘｲ ｱｷﾉ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

171 河島すみれ子 ｶﾜｼﾏ ｽﾐﾚｺ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

172 河合　咲音 ｶﾜｲ ｻﾄ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (5)

173 西島　恵茉 ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ 28898 佐用ＳＳ 高校 (1)

174 中村　翠希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

175 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

176 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

177 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

178 上川　功翔 ｶﾐｶﾜ ｺﾄ 28901 一宮ＳＳ 小学 (3)

179 西山　晴菜 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (2)

180 阪本実菜碧 ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 小学 (3)

181 坂本　そら ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 28924 家島ＳＣ 小学 (4)

182 西本帆乃夏 ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

183 坂本　初音 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)
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1 比嘉　杏佳 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

2 横田　紗菜 ﾖｺﾀ ｻﾅ 28806 市川洗心館 中学 (2)

3 岡田　彩来 ｵｶﾀﾞ ｻﾗ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (3)

4 金子　心結 ｶﾈｺ ﾕﾕ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

5 中田　　海 ﾅｶﾀ ｳﾐ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

6 小方　桃菜 ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

7 赤坂　夢来 ｱｶｻｶ ﾕﾅ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

8 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

9 則包なのは ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ 28825 コナミ明石 中学 (2)

10 武市彩緒里 ﾀｹﾁ ｲｵﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

11 塩谷　心香 ｼｵﾀﾆ ｺｺ 28825 コナミ明石 小学 (4)

12 佐藤　来美 ｻﾄｳ ｸﾐ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

13 佐藤奈々美 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

14 荒木なぎさ ｱﾗｷ ﾅｷﾞｻ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

15 和田　羽音 ﾜﾀﾞ ﾊﾉ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (3)

16 平井　和実 ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

17 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

18 河村　祐那 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

19 浅川穂乃佳 ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ 28847 ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中学 (2)

20 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

21 中郡　夏音 ﾅｶｺﾞｵﾘ ﾅﾂﾈ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

22 下山　恵依 ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (6)

23 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

24 河野　紗奈 ｶﾜﾉ ｻﾅ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

25 飯田　佳蓮 ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ 28874 イトマン三田 小学 (5)

26 中村　心香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 28881 マック武庫川 小学 (6)

27 大谷　夏美 ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ 28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

28 宮﨑陽菜乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 28887 マック加古川 中学 (1)

29 菖蒲池　鈴 ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

30 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)

31 重見　彩葉 ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ 28914 神戸北町Vivo 小学 (5)
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1 岡田　彩来 ｵｶﾀﾞ ｻﾗ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (3)

2 小塩　花音 ｺｼｵ ｶﾉﾝ 28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

3 塩谷　奈菜 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ 28825 コナミ明石 中学 (2)

4 菅原　凛夏 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

5 次橋　胡桃 ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

6 田中　妃織 ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)
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1 福井恵利子 ﾌｸｲ ｴﾘｺ 28801 イトマン川西 小学 (6)

2 田中　　椛 ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ 28801 イトマン川西 小学 (6)

3 山野　心寧 ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ 28801 イトマン川西 小学 (5)

4 横佩　咲羽 ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 坂口　　穂 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

6 高野　　葵 ﾀｶﾉ ｱｵｲ 28801 イトマン川西 小学 (3)

7 村田　花音 ﾑﾗﾀ ｶﾉﾝ 28801 イトマン川西 小学 (3)

8 青野　来美 ｱｵﾉ ｸﾙﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

9 皐月　　光 ｻﾂｷ ﾋｶﾙ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

10 川田　莉菜 ｶﾜﾀ ﾘﾅ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

11 志井　宙寧 ｼｲ ｿﾗﾈ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

12 上林亜依花 ｳｴﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

13 髙馬　　碧 ｺｳﾏ ｱｵｲ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (6)

14 髙馬　彩瑶 ｺｳﾏ ｲﾖ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

15 大西　ゆあ ｵｵﾆｼ ﾕｱ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

16 園山　星菜 ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

17 鈴木　心夏 ｽｽﾞｷ ｺﾅﾂ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

18 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

19 桧皮　来望 ﾋﾜ ｸﾙﾐ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (2)

20 阿部　花世 ｱﾍﾞ ﾊﾅﾖ 28810 ＪＳＳ三木 中学 (1)

21 木曽　那芽 ｷｿ ﾅﾂﾒ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

22 濱頭　彩花 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ｱﾔｶ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

23 高田　葵衣 ﾀｶﾀﾞ ｱｵｲ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (5)

24 松口　陽葵 ﾏﾂｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 28810 ＪＳＳ三木 小学 (2)

25 田中　莉音 ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

26 東　　　歩 ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

27 柴本　桃花 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

28 井澤　千明 ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

29 上阪　　萌 ｳｴｻｶ ﾓｴ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

30 井澤　明里 ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

31 上阪　　唯 ｳｴｻｶ ﾕｲ 28814 コナミ東加古 小学 (2)

32 吉村　安珠 ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 28815 イトマン神戸 高校 (1)

33 中田　小雪 ﾅｶﾀ ｺﾕｷ 28815 イトマン神戸 中学 (2)

34 江口　陽菜 ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

35 廣田　七海 ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

36 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

37 狩野　紗奈 ｶﾉｳ ｻﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

38 寺本莉佳子 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

39 村田　彩心 ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

40 正谷　　渚 ﾏｻﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

41 勝　　悠涼 ｶﾂ ﾕｳﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

42 森岡　晃子 ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

43 池田　杏奈 ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

44 追立　花音 ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

45 園山　莉菜 ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ 28819 ＴＸ明石 中学 (1)

46 山野　清花 ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ 28819 ＴＸ明石 小学 (5)

47 藤岡いろは ﾌｼﾞｵｶ ｲﾛﾊ 28819 ＴＸ明石 小学 (4)

48 立花　桜優 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ 28819 ＴＸ明石 小学 (2)

49 中矢　純宇 ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

50 小寺　心結 ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (1)
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51 小川　　歩 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

52 古田　燦乃 ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

53 清王　梨花 ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

54 西森　天音 ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

55 田口こはる ﾀｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

56 西森　友咲 ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

57 金丸　咲月 ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

58 前川　護瑚 ﾏｴｶﾜ ﾏｺ 28825 コナミ明石 小学 (6)

59 酒井　　栞 ｻｶｲ ｼｵﾘ 28825 コナミ明石 小学 (5)

60 浅野　智菜 ｱｻﾉ ﾁﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

61 中田　有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 28825 コナミ明石 小学 (4)

62 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

63 中林　愛子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

64 加藤　心彩 ｶﾄｳ ｺｺｱ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

65 西口　　和 ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

66 片山　智晶 ｶﾀﾔﾏ ﾁｱｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

67 北井めぐみ ｷﾀｲ ﾒｸﾞﾐ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

68 久保　美羽 ｸﾎﾞ ﾐｳ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

69 望月ひより ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

70 森田　結香 ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

71 北村　苺唯 ｷﾀﾑﾗ ﾒｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

72 黒田　愛美 ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

73 田内　冬華 ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

74 赤木　　楓 ｱｶｷﾞ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

75 堀　　花楓 ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

76 濱田　彩愛 ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

77 吉川　真衣 ﾖｼｶﾜ ﾏｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

78 池本　彩乃 ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

79 和田　羽音 ﾜﾀﾞ ﾊﾉ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (3)

80 菅原　凛夏 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

81 加賀田羽海 ｶｶﾞﾀ ｳﾐ 28837 ＳＡ六甲道 小学 (6)

82 塩澤　夏希 ｼｵｻﾜ ﾅﾂｷ 28840 ＮＳＩ 小学 (3)

83 花畑　安那 ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

84 尾藤　弥天 ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

85 細田ひより ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

86 八田みのん ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

87 辻　　永夏 ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

88 永野　華菜 ﾅｶﾞﾉ ｶﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

89 重田明日奏 ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

90 玉村　麗花 ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

91 大塚　　直 ｵｵﾂｶ ﾅｵ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

92 穂満　史帆 ﾎﾏﾝ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (6)

93 桑田　芽依 ｸﾜﾀ ﾒｲ 28845 西脇天神池 小学 (4)

94 神澤　志保 ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ 28845 西脇天神池 小学 (3)

95 井上ふゆな ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

96 冨士原良音楽 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾛｵﾗ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

97 松本　琉花 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

98 三浦　美月 ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (1)

99 久島　莉凰 ｸｼﾞﾏ ﾘｵ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

100 示野　莉子 ｼﾒﾉ ﾘｺ 28857 ＮＳＩ神鉄 小学 (5)
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101 高濱　南実 ﾀｶﾊﾏ ﾐﾅﾐ 28860 コナミ三田 小学 (2)

102 坂根　　樹 ｻｶﾈ ｲﾂｷ 28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

103 横山　七穂 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾎ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

104 中川　綾姫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ 28865 尼崎市スポ振 小学 (2)

105 岡本　瑞生 ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 28866 ＳＵＮ加西 中学 (1)

106 岡本　結衣 ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

107 田邉あけの ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

108 田中　妃織 ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

109 竹内　心望 ﾀｹｳﾁ ｺｺﾐ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

110 荒木　未空 ｱﾗｷ ﾐｸ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

111 下釜明日夏 ｼﾓｶﾞﾏ ｱｽｶ 28870 武庫之荘ＳＳ 中学 (1)

112 浅見　優希 ｱｻﾐ ﾕｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

113 天川　結愛 ｱﾏｶﾜ ﾕｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

114 佐藤　美衣 ｻﾄｳ ﾐｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

115 樽磨　絢芽 ﾀﾙﾏ ｱﾔﾒ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

116 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

117 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

118 篠木穂乃佳 ｼﾉｷ ﾎﾉｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

119 濱野　　鈴 ﾊﾏﾉ ﾘﾝ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

120 龍口　采生 ﾘｭｳｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

121 中川　結月 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (6)

122 馬躰　環奈 ﾊﾞﾀｲ ｶﾝﾅ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

123 中川　彩帆 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾎ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

124 浦　　聡理 ｳﾗ ｻﾄﾘ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (3)

125 大西　日葵 ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ 28880 イトマン西神 小学 (5)

126 橋本　怜奈 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 28880 イトマン西神 小学 (4)

127 豊田　淳子 ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 28881 マック武庫川 中学 (2)

128 岡本　梨沙 ｵｶﾓﾄ ﾘｻ 28881 マック武庫川 小学 (4)

129 髙内ひまり ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ 28883 こうでら 小学 (6)

130 福岡　苺依 ﾌｸｵｶ ﾒｲ 28883 こうでら 小学 (6)

131 大﨑　葉月 ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ 28883 こうでら 小学 (5)

132 髙内ひなの ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ 28883 こうでら 小学 (5)

133 大島江理花 ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ 28887 マック加古川 中学 (1)

134 辻本　優珠 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ 28887 マック加古川 小学 (6)

135 松下　星愛 ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ 28887 マック加古川 小学 (6)

136 岸本　夢叶 ｷｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 28887 マック加古川 小学 (5)

137 石倉　百望 ｲｼｸﾗ ﾓﾓ 28887 マック加古川 小学 (3)

138 冨士原結衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 28887 マック加古川 小学 (3)

139 木山　絢香 ｷﾔﾏ ｱﾔｶ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

140 片山　美空 ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ 28888 Aqスポレスト 中学 (3)

141 石川ひより ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ 28888 Aqスポレスト 中学 (2)

142 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

143 永田　　杏 ﾅｶﾞﾀ ｱﾝｽﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

144 永野　　空 ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

145 岡田　明依 ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (4)

146 大野　海咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

147 今江　紗也 ｲﾏｴ ｻﾔ 28888 Aqスポレスト 小学 (3)

148 森　　愛夏 ﾓﾘ ｱｲﾅ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

149 河島菜々子 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 (1)

150 松尾　颯希 ﾏﾂｵ ｻﾂｷ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)
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151 掘井　愛乃 ﾎﾘｲ ｱｷﾉ 28895 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学 (6)

152 西田実沙紀 ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ 28898 佐用ＳＳ 中学 (1)

153 衣笠　莉沙 ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

154 森本菜々美 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 高校 (2)

155 友重　智美 ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ 28914 神戸北町Vivo 中学 (3)

156 三宅　那実 ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ 28914 神戸北町Vivo 小学 (6)

157 上田　夏愛 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ 28924 家島ＳＣ 小学 (6)

158 坂本　そら ｻｶﾓﾄ ｿﾗ 28924 家島ＳＣ 小学 (4)

159 廣澤由里香 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾘｶ 28932 ＴＸ夙川 小学 (3)

2021/12/17 13:10 71/72 ページ



女子 個人メドレー 400m 第1回［2021年度］兵庫県Ｊｒ新春記録会

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

2 和田　羽音 ﾜﾀﾞ ﾊﾉ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (3)

3 北田一千咲 ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ 28887 マック加古川 中学 (1)
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