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28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別:

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             高校（3）1 女子

伊藤あや乃           ｲﾄｳ ｱﾔﾉ              高校（1）2 女子

須佐美玲乃           ｽｻﾐ ﾚﾉ               高校（1）3 女子

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別:

福住ｶﾙﾒﾛ翼 ﾌｸｽﾞﾐ ｶﾙﾒﾛﾂﾊﾞｻ       小学（4）1 男子

澤　　曉宏           ｻﾜ ｱｷﾋﾛ              小学（4）2 男子

小物谷悠人           ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ             小学（4）3 男子

西野　晴紀           ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ              小学（4）4 男子

横佩　咲羽           ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ             小学（4）5 女子

坂口　　穂           ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ            小学（4）6 女子

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別:

岡部　煌輝           ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ             中学（1）1 男子

荒本　稜太           ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ            小学（5）2 男子

岩﨑　壱知           ｲﾜｻｷ ｲﾁ              小学（5）3 男子

荒本　結衣           ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ              中学（1）4 女子

桜井　琴心           ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ             中学（1）5 女子

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

比嘉　杏佳           ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ              小学（6）7 女子

大﨑　奈穂           ｵｵｻｷ ﾅﾎ              小学（5）8 女子

濱﨑　　藍           ﾊﾏｻﾞｷ ｱｲ             小学（4）9 女子

岡部　紗英           ｵｶﾍﾞ ｻｴ              小学（4）10 女子

皐月　　光           ｻﾂｷ ﾋｶﾙ              小学（4）11 女子

28810
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木
性別:

長谷　晄士           ﾊｾ ﾃﾙﾄ               中学（1）1 男子

桧皮　来望           ﾋﾜ ｸﾙﾐ               中学（2）2 女子

大上　　結           ｵｵｳｴ ﾕｲ              中学（1）3 女子

木下　璃愛           ｷﾉｼﾀ ﾘｱ              中学（1）4 女子

阪野　伽歩           ｻｶﾉ ｶﾎ               中学（1）5 女子

宗平　愛華           ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ             中学（1）6 女子

竹内　菜桜           ﾀｹｳﾁ ﾅｵ              中学（1）7 女子

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別:

外薗　大和           ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ            小学（5）1 男子

原田　夏響           ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ             小学（4）2 男子

大内　昊河           ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ            小学（4）3 男子

安川　尚吾           ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ           小学（3）4 男子
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28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別:

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

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

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               小学（6）3 女子

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

村川　愛美           ﾑﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ             小学（4）5 女子

井本　奈那           ｲﾓﾄ ﾅﾅ               小学（4）6 女子

28817
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ西紀
性別:

足立　愛美           ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾋﾞ            小学（6）1 女子

畑　ことみ           ﾊﾀ ｺﾄﾐ               小学（5）2 女子

28820
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西宮
性別:

田中琥汰郎           ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ             中学（1）1 男子

衛門　刻史           ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ             小学（6）2 男子

鈴木　梗乎           ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ             小学（6）3 男子

平生　亜優           ﾋﾗｵ ｱﾕ               中学（1）4 女子

田中　陽菜           ﾀﾅｶ ﾋﾅ               中学（1）5 女子

田中　桜子           ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ             小学（4）6 女子

日下　実結           ｸｻｶ ﾐﾕ               小学（4）7 女子

小川　彩莉           ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ             小学（4）8 女子

28821
氏名: カナ: 学校:No.:

ＢＩＧ姫路
性別:

濵﨑　斗豪           ﾊﾏｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ           小学（5）1 男子

柴田　悠翔           ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ             小学（5）2 男子

小川　幹太           ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ             小学（4）3 男子

小寺　心結           ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ              中学（1）4 女子

古田　燦乃           ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ              小学（6）5 女子

長谷川奈々           ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ             小学（6）6 女子

清王　梨花           ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ             小学（5）7 女子

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別:

前川　蒼空           ﾏｴｶﾜ ｿﾗ              小学（6）1 男子

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

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

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

山内　映都           ﾔﾏｳﾁ ｴｲﾄ             小学（5）5 男子

森本　　陽           ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ              小学（4）6 男子

田中愛優美           ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ              小学（4）7 女子

小口　琴音           ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ             小学（4）8 女子

28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別:

知念　　翼           ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ             中学（3）1 男子

中江　隆仁           ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ             中学（2）2 男子
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28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別:

竹腰　基佑           ﾀｹｺｼ ｷｽｹ             小学（5）1 男子

恩地　航平           ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ             小学（5）2 男子

髙岡　陽介           ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ            小学（4）3 男子

吉田　悠人           ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ            小学（4）4 男子

望月ひより           ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ            中学（1）5 女子

徳田　結子           ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ             中学（1）6 女子

籔田　菜緒           ﾔﾌﾞﾀ ﾅｵ              小学（6）7 女子

伊藤日依梨           ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ              小学（6）8 女子

久保　美寧           ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ             小学（6）9 女子

竹川うらら           ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ            小学（5）10 女子

黒田　愛美           ｸﾛﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ            小学（5）11 女子

髙山こより           ﾀｶﾔﾏ ｺﾖﾘ             小学（5）12 女子

田内　冬華           ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ              小学（5）13 女子

池田　照子           ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ             小学（5）14 女子

溝口　穂華           ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ           小学（4）15 女子

吉本　樹里           ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ            小学（4）16 女子

28831
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ垂水
性別:

林崎　　蓮           ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ            高校（2）1 男子

梅﨑　大樹           ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ            高校（1）2 男子

松本　匠真           ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ            高校（1）3 男子

28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別:

長島京志郎           ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ         高校（3）1 男子

江副　澪音           ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ             高校（3）2 男子

村上　汰晟           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ            高校（3）3 男子

山口　暖生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            中学（3）4 男子

川上　　晴           ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ              中学（3）5 男子

山下　凌生           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ           中学（3）6 男子

辻阪　若菜           ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ            中学（2）7 女子

角　　美空           ｽﾐ ﾐｿﾗ               中学（1）8 女子

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別:

東馬場直志           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｼ         小学（5）1 男子

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

北本　　樹           ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（6）3 女子

大倉　咲良           ｵｵｸﾗ ｻｸﾗ             小学（6）4 女子

28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別:

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             高校（1）1 男子

神吉　玲登           ｶﾝｷ ﾚｲﾄ              中学（1）2 男子

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              中学（1）3 男子

間彦　秀亮           ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ            小学（6）4 男子

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              高校（3）5 女子

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             高校（2）6 女子

浅見　優希           ｱｻﾐ ﾕｳｷ              小学（6）7 女子
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28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別:

萩山　　凜           ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ             中学（1）1 女子

水野　歩未           ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ             小学（6）2 女子

萩原　愛結           ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ             小学（5）3 女子

石田　愛沙           ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ             小学（5）4 女子

28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別:

津田　瑛太           ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ              中学（1）1 男子

安田　裕雅           ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ            小学（5）2 男子

高橋　佑和           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ             小学（5）3 男子

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

名生　陸人           ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ          小学（3）5 男子

中山実紗希           ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ             小学（6）6 女子

大西　日葵           ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ             小学（5）7 女子

奥村　果歩           ｵｸﾑﾗ ｶﾎ              小学（3）8 女子

谷川原結音           ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ           小学（3）9 女子

石川　陽莉           ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ             小学（3）10 女子

28887
氏名: カナ: 学校:No.:

マック加古川
性別:

早川　一穂           ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ            小学（5）1 男子

大西　櫂吏           ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ             小学（4）2 男子

中村青太郎           ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ           小学（4）3 男子

橋本　莉央           ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ              小学（4）4 男子

28888
氏名: カナ: 学校:No.:

Aqスポレスト
性別:

江口　　舞           ｴｸﾞﾁ ﾏｲ              小学（6）1 女子

中矢　純宇           ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ              小学（6）2 女子
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