
登録団体別リレー要員一覧 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

明石清水高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 泉　　昂志                    ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ                      高校 (2) 男子

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 山田　海斗                    ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ                      高校 (3) 男子

3 吉岡亜矢都                    ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                      高校 (3) 男子

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

関西学院高等
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 岡本　稜久                    ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                       高校 (3) 男子

2 伊藤　寛記                    ｲﾄｳ ﾋﾛｷ                       高校 (3) 男子

3 垣内　柊人                    ｶｷｳﾁ ｼｭｳﾄ                     高校 (3) 男子

4 岩間　風太                    ｲﾜﾏ ﾌｳﾀ                       高校 (1) 男子

5 足立　蘭奈                    ｱﾀﾞﾁ ﾗﾝﾅ                      高校 (1) 女子

イトマン川西
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

2 倉田　夏帆                    ｸﾗﾀ ｶﾎ                        小学 (4) 女子

塚口ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 端　　凌志                    ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                      中学 (2) 男子

2 中川　陽喜                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                     中学 (2) 男子

3 西村　　零                    ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                       中学 (1) 男子

4 西河　輝恭                    ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ                     小学 (6) 男子

5 木本　怜良                    ｷﾓﾄ ﾚｵ                        小学 (6) 男子

6 和田　悠希                    ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ                       小学 (5) 男子

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

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

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

10 疋谷　礼穏                    ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ                      小学 (3) 男子

11 細井　竜弥                    ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ                       小学 (3) 男子

12 西河　輝峰                    ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                       高校 (2) 女子

13 小坂田　愛                    ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                      高校 (1) 女子

14 前田　夏風                    ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                      高校 (1) 女子

15 中野　陽菜                    ﾅｶﾉ ﾋﾅ                        高校 (1) 女子

16 青野　来美                    ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                       小学 (6) 女子

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

18 川田　莉菜                    ｶﾜﾀ ﾘﾅ                        小学 (3) 女子
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イトマン神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 大野　　快                    ｵｵﾉ ｶｲ                        小学 (4) 男子

2 澤野　莉子                    ｻﾜﾉ ﾘｺ                        高校 (2) 女子

3 森田　美友                    ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                        高校 (2) 女子

4 中澤　　葵                    ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ                     高校 (2) 女子

5 板谷　紗瑛                    ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                       高校 (1) 女子

6 二宮　陽凪                    ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ                       高校 (1) 女子

7 坂口理彩子                    ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ                     高校 (1) 女子

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

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

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

11 見浪　真美                    ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                        中学 (1) 女子

12 廣田　七海                    ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ                       小学 (6) 女子

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

14 狩野　紗奈                    ｶﾉｳ ｻﾅ                        小学 (6) 女子

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

イトマン西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 日下　実結                    ｸｻｶ ﾐﾕ                        小学 (4) 女子

ＢＩＧ姫路
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 山本　悠陽                    ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ                      小学 (6) 男子

2 小寺　里奈                    ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ                       小学 (4) 女子

3 吉浦　由梨                    ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ                       小学 (3) 女子

コナミ西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 鈴木　悠真                    ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                      小学 (6) 男子

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

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

4 米田　葵祐                    ﾖﾈﾀﾞ ｵｳｽｹ                     小学 (4) 男子

5 有馬　岳翔                    ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ                      小学 (3) 男子

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

7 酒井　柚奈                    ｻｶｲ ﾕﾅ                        小学 (6) 女子

8 吉武　実桜                    ﾖｼﾀｹ ﾐｵ                       小学 (4) 女子
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コナミ明石
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 前川　護瑚                    ﾏｴｶﾜ ﾏｺ                       小学 (6) 女子

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

3 武市彩緒里                    ﾀｹﾁ ｲｵﾘ                       小学 (6) 女子

4 酒井　　栞                    ｻｶｲ ｼｵﾘ                       小学 (5) 女子

5 塩谷　心香                    ｼｵﾀﾆ ｺｺ                       小学 (4) 女子

6 中田　有紀                    ﾅｶﾀ ﾕｷ                        小学 (4) 女子

7 山田　馨子                    ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ                     小学 (3) 女子

ＪＳＳ宝塚
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 中原　悠貴                    ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ                      小学 (6) 男子

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

コナミ三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 花岡　菜海                    ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                      中学 (2) 女子

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

3 山口　華凜                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ                     中学 (1) 女子

ＳＵＮ網干
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

2 可藤　梨乃                    ｶﾄｳ ﾘﾉ                        小学 (6) 女子

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

イトマン三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

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

2 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 福井　聡悟                    ﾌｸｲ ｿｳｺﾞ                      小学 (4) 男子

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

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

4 赤松　　蘭                    ｱｶﾏﾂ ﾗﾝ                       小学 (6) 女子

5 社浦　有紗                    ｼｬｳﾗ ｱﾘｻ                      小学 (5) 女子

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

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

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

マック加古川
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 大西　彩生                    ｵｵﾆｼ ｻｷ                       小学 (4) 女子

2 石倉　百望                    ｲｼｸﾗ ﾓﾓ                       小学 (3) 女子
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ｲﾄﾏﾝ西神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別:

1 上根　秀斗                    ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                      高校 (2) 男子

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

3 洲﨑　透真                    ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                      高校 (1) 男子

4 藤澤　明輝                    ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ                     高校 (1) 男子

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

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

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

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

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