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明石清水高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 三宅　啓介                    ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ                      高校 (2) 男子

2 古閑　竜輝                    ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ                      高校 (1) 男子

3 多田　大悟                    ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ                     高校 (1) 男子

市立尼崎高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 袖野　椋可                    ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ                     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

6 橋本奈々江                    ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ                      高校 (2) 女子

7 山元　悠郁                    ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                      高校 (1) 女子

8 伊藤あや乃                    ｲﾄｳ ｱﾔﾉ                       高校 (1) 女子

9 須佐美玲乃                    ｽｻﾐ ﾚﾉ                        高校 (1) 女子

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 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 荒本　結衣                    ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ                       中学 (1) 女子

2 藥師　萌雅                    ﾔｸｼ ﾒｲｶ                       小学 (6) 女子

3 比嘉　杏佳                    ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ                       小学 (6) 女子

4 石井　　涼                    ｲｼｲ ｽｽﾞ                       小学 (5) 女子

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

6 皐月　　光                    ｻﾂｷ ﾋｶﾙ                       小学 (4) 女子
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イトマン神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 鳥塚瑛太郎                    ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ                    小学 (6) 男子

2 錦織　郁斗                    ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ                     小学 (5) 男子

3 北　　直音                    ｷﾀ ﾅｵﾄ                        小学 (5) 男子

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

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

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

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

8 野村　芽生                    ﾉﾑﾗ ﾒｲ                        小学 (6) 女子

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

10 井本　奈那                    ｲﾓﾄ ﾅﾅ                        小学 (4) 女子

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

12 藤川　愛菜                    ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ                      小学 (4) 女子

13 古賀　月菜                    ｺｶﾞ ﾙﾅ                        小学 (3) 女子

14 山城　杏未                    ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ                       小学 (3) 女子

ＢＩＧ姫路
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 梅本　乙樹                    ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ                      中学 (2) 男子

2 吉浦　立稀                    ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ                      中学 (2) 男子

3 三田　啓介                    ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ                     中学 (2) 男子

4 縄田　航希                    ﾅﾜﾀ ｺｳｷ                       中学 (1) 男子

コナミ西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

2 堀内　直希                    ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ                      小学 (5) 男子

3 阪本　禮斗                    ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ                      小学 (5) 男子

4 杉本　朋哉                    ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ                     小学 (5) 男子

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

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

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

8 青木　凛菜                    ｱｵｷ ﾘﾝﾅ                       小学 (5) 女子

9 定　　茉南                    ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ                       小学 (5) 女子

10 林　　莉央                    ﾊﾔｼ ﾘｵ                        小学 (5) 女子

11 田中愛優美                    ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ                       小学 (4) 女子

12 小口　琴音                    ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ                      小学 (4) 女子

13 小口　湊音                    ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ                      小学 (4) 女子

14 堀　　花楓                    ﾎﾘ ｶｴﾃﾞ                       小学 (4) 女子

15 安田　凜咲                    ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ                       小学 (4) 女子

16 定　　澪莉                    ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ                       小学 (3) 女子

17 梅崎　　杏                    ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ                      小学 (3) 女子

18 南口　百花                    ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ                    小学 (3) 女子
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コナミ明石
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 園山　紘生                    ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ                     高校 (2) 男子

2 土田　卓実                    ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                      中学 (3) 男子

3 惣輪　　温                    ｿﾜ ｱﾂｷ                        中学 (3) 男子

4 福田　將真                    ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ                     中学 (2) 男子

5 小西　結斗                    ｺﾆｼ ﾕｲﾄ                       中学 (2) 男子

6 橋詰　陽汰                    ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ                     中学 (1) 男子

ＮＳＩ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 内海　秀翔                    ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ                     高校 (1) 男子

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 吉田　陽奈                    ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                       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 松尾　悠世                    ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                      中学 (1) 男子

5 西雄　友隼                    ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                       中学 (1) 男子

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

7 可藤　梨乃                    ｶﾄｳ ﾘﾉ                        小学 (6) 女子

イトマン三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 玉利　愛佳                    ﾀﾏﾘ ｱｲｶ                       小学 (4) 女子

2 岡馬　愛琉                    ｵｶﾊﾞ ｱｲﾙ                      小学 (4) 女子

3 入江　藍菜                    ｲﾘｴ ｱｲﾅ                       小学 (4) 女子

4 柳田　　澪                    ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ                     小学 (4) 女子

5 篠木穂乃佳                    ｼﾉｷ ﾎﾉｶ                       小学 (4) 女子

イトマン西神
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

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

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

ＰＳＫ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 山下　侑希                    ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ                      小学 (4) 男子

2 足立　愛翔                    ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅﾄ                      小学 (4) 男子

3 門内　　大                    ﾓﾝﾅｲ ﾀﾞｲ                      小学 (3) 男子
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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 宮藤　慶太                    ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ                     小学 (6) 男子

3 田中　　維                    ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                      小学 (6) 男子

Ａｑ相生
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 山本　安珠                    ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ                    中学 (2) 男子

2 河野　瑛甫                    ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ                      中学 (2) 男子

ｲﾄﾏﾝ西神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

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

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