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市立尼崎高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 縄井　健世                    ﾅﾜｲ ｹﾝｾ                       高校 (3) 男子

2 木下　泰乙                    ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                      高校 (2) 男子

3 川合　篤志                    ｶﾜｲ ｱﾂｼ                       高校 (2) 男子

4 渡邊　洸輝                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ                     高校 (2) 男子

5 八塚弘太郎                    ﾔﾂﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ                   高校 (1) 男子

須磨学園高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 齊藤　　瑛                    ｻｲﾄｳ ｴｲ                       高校 (1) 男子

イトマン川西
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 横佩　咲羽                    ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ                      小学 (4) 女子

2 五百磐紗奈                    ｲﾆﾜ ｻﾅ                        小学 (4) 女子

3 倉田　夏帆                    ｸﾗﾀ ｶﾎ                        小学 (4) 女子

4 坂口　　穂                    ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ                     小学 (4) 女子

塚口ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 西川　呂希                    ﾆｼｶﾜ ﾛｷ                       高校 (1) 男子

2 今井　詠奏                    ｲﾏｲ ｳﾀ                        中学 (2) 男子

3 櫻井　　佑                    ｻｸﾗｲ ﾕｳ                       小学 (5) 男子

4 上村　悠斗                    ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ                      小学 (5) 男子

5 志井　瑠座                    ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ                      小学 (5) 男子

6 濱﨑　　藍                    ﾊﾏｻﾞｷ ｱｲ                      小学 (4) 女子

7 岡部　紗英                    ｵｶﾍﾞ ｻｴ                       小学 (4) 女子

8 皐月　　光                    ｻﾂｷ ﾋｶﾙ                       小学 (4) 女子

イトマン神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 坂口　大知                    ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ                     小学 (4) 男子

2 石川　　颯                    ｲｼｶﾜ ｿｳ                       小学 (4) 男子

3 力石　琉聖                    ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ                    小学 (3) 男子

4 澤野　莉子                    ｻﾜﾉ ﾘｺ                        高校 (2) 女子

5 石躍　佐和                    ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ                     中学 (2) 女子

6 西川　真央                    ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                       中学 (2) 女子

7 土井　千智                    ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ                       中学 (2) 女子

8 齊藤　結菜                    ｻｲﾄｳ ﾕﾅ                       中学 (1) 女子

9 野村　芽生                    ﾉﾑﾗ ﾒｲ                        小学 (6) 女子

10 藤井　咲羽                    ﾌｼﾞｲ ｻﾜ                       小学 (6) 女子

11 寺本莉佳子                    ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ                      小学 (4) 女子

12 井本　奈那                    ｲﾓﾄ ﾅﾅ                        小学 (4) 女子

13 野口　結奈                    ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ                       小学 (4) 女子

14 古賀　月菜                    ｺｶﾞ ﾙﾅ                        小学 (3) 女子
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コナミ西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 前川　大和                    ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                      中学 (2) 男子

2 立石　　渉                    ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ                      小学 (6) 男子

3 吉識　晴道                    ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                      小学 (6) 男子

4 中路　歩莉                    ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                      中学 (2) 女子

5 山戸　優佳                    ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                       中学 (1) 女子

6 坂本　紗依                    ｻｶﾓﾄ ｻｴ                       中学 (1) 女子

7 三宅　咲織                    ﾐﾔｹ ｻｵﾘ                       小学 (6) 女子

8 金丸　咲月                    ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ                      小学 (6) 女子

9 指方　心絆                    ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                      小学 (6) 女子

10 酒井　柚奈                    ｻｶｲ ﾕﾅ                        小学 (6) 女子

コナミ三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 木村　栞夏                    ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                       中学 (2) 女子

2 長谷川和奏                    ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ                     中学 (1) 女子

ＳＵＮ網干
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 清水　梨功                    ｼﾐｽﾞ ﾘｸ                       中学 (2) 男子

2 木下倫太郎                    ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ                    中学 (2) 男子

3 宮野　蒼芭                    ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ                      中学 (1) 男子

4 浅見　優希                    ｱｻﾐ ﾕｳｷ                       小学 (6) 女子

5 天川　心結                    ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                       小学 (6) 女子

6 可藤　梨乃                    ｶﾄｳ ﾘﾉ                        小学 (6) 女子

7 塚原　　楽                    ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                       小学 (6) 女子

イトマン西神
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 野村　憲伸                    ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾝ                      小学 (4) 男子

2 皆越　　翼                    ﾐﾅｺｼ ﾂﾊﾞｻ                     小学 (4) 男子

3 津田　優司                    ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ                      小学 (4) 男子

4 名生　陸人                    ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ                   小学 (3) 男子

5 赤松　　杏                    ｱｶﾏﾂ ｱﾝ                       小学 (4) 女子

6 奥村　果歩                    ｵｸﾑﾗ ｶﾎ                       小学 (3) 女子

7 谷川原結音                    ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ                    小学 (3) 女子

8 石川　陽莉                    ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ                      小学 (3) 女子

一宮ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 藤井　直人                    ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ                      小学 (6) 男子

2 有時　伶音                    ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ                      小学 (6) 男子

3 宮藤　慶太                    ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ                     小学 (6) 男子

4 田中　　維                    ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                      小学 (6) 男子
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ｲﾄﾏﾝ西神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 日下　竜成                    ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ                     高校 (2) 男子

2 山下　和真                    ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ                     小学 (6) 男子

3 吉川　幸輝                    ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ                      小学 (6) 男子

4 寺坂　直晃                    ﾃﾗｻｶ ﾅｵｱｷ                     小学 (5) 男子

5 近藤　　翔                    ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ                     小学 (5) 男子

6 前原子々夏                    ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ                      小学 (6) 女子

7 檀野　紗良                    ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ                       小学 (6) 女子

8 和田　莉愛                    ﾜﾀﾞ ﾚｲｱ                       小学 (5) 女子

9 坂井　輝星                    ｻｶｲ ｷﾗﾗ                       小学 (5) 女子
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