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吉田　　渉            ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ                塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）2 28805

岡部　煌輝            ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ                塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

西村　　零            ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 小学（4）5 28805

上辻　大和            ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）6 28805

川畑　伍輝            ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ               塚口ＳＳ 小学（3）7 28805

西本　一登            ﾆｼﾓﾄ ｲｯﾄ                塚口ＳＳ 小学（2）8 28805

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（4）9 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 小学（6）10 28805

杉本　和真            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ              塚口ＳＳ 小学（5）11 28805

斉藤　心斗            ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ                塚口ＳＳ 中学（2）12 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 中学（2）13 28805

東　　優希            ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ                塚口ＳＳ 中学（2）14 28805

大迫　璃空            ｵｵｻｺ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 小学（6）15 28805

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 小学（6）16 28805

川本　風我            ｶﾜﾓﾄ ﾌｳｶﾞ               塚口ＳＳ 中学（1）17 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 中学（1）18 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 小学（6）19 28805

木本　怜良            ｷﾓﾄ ﾚｵ                  塚口ＳＳ 小学（3）20 28805

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               塚口ＳＳ 小学（3）21 28805

櫻井　　佑            ｻｸﾗｲ ﾕｳ                 ＴＸ甲南山手 小学（2）22 28813

英　　正雄            ﾊﾅﾌｻ ﾏｻｵ                ＴＸ甲南山手 小学（3）23 28813

加藤　航太            ｶﾄｳ ｺｳﾀ                 ＴＸ甲南山手 小学（5）24 28813

志井　瑠座            ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ                ＴＸ甲南山手 小学（2）25 28813

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＴＸ甲南山手 中学（2）26 28813

近藤　巧斗            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ               ＴＸ甲南山手 中学（3）27 28813

森本　夏生            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ                コナミ東加古 小学（4）28 28814

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（6）29 28814

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（6）30 28814

宇野　一真            ｳﾉ ｶｽﾞﾏ                 コナミ東加古 小学（4）31 28814

橋詰　陽汰            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ               コナミ東加古 小学（4）32 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（6）33 28814

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（3）34 28814

高田　宗侑            ﾀｶﾀ ｿｳｽｹ                コナミ東加古 小学（4）35 28814

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 中学（1）36 28822

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（6）37 28822

藤尾　和輝            ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（6）38 28822

濱本　大智            ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               姫路スポーツ 小学（5）39 28822

藤尾　優輝            ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ                姫路スポーツ 小学（6）40 28822

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 高校（2）41 28822

吉識　晴道            ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                コナミ西宮 小学（3）42 28824

西河　輝恭            ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ               コナミ西宮 小学（3）43 28824

森永　凌央            ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｸｵ               コナミ西宮 小学（3）44 28824

前川　蒼空            ﾏｴｶﾜ ｿﾗ                 コナミ西宮 小学（3）45 28824

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                コナミ西宮 小学（3）46 28824

阪本　禮斗            ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ                コナミ西宮 小学（2）47 28824

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             コナミ西宮 小学（4）48 28824

松岡　蓮汰            ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ                コナミ西宮 小学（6）49 28824
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立石　　洸            ﾀﾃｲｼ ｺｳ                 コナミ西宮 中学（1）50 28824

松本　崇弘            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ               コナミ西宮 小学（4）51 28824

前川　晃毅            ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ                コナミ明石 小学（4）52 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（6）53 28825

小西　悠太            ｺﾆｼ ﾕｳﾀ                 コナミ明石 小学（4）54 28825

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 中学（2）55 28825

山田　凛星            ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ               コナミ明石 小学（3）56 28825

水谷　宗太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               コナミ明石 小学（3）57 28825

福田　將真            ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ               コナミ明石 小学（5）58 28825

加門　脩平            ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ               コナミ明石 小学（5）59 28825

藤井　亮多            ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ               コナミ明石 小学（5）60 28825

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（3）61 28831

大橋　空翔            ｵｵﾊｼ ｿﾗ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）62 28835

北村　鷹斗            ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）63 28835

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）64 28835

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 小学（6）65 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 高校（2）66 28838

宮下　智幸            ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ               コナミ三田 小学（3）67 28860

東馬場直志            ﾋｶﾞｼﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｼ            コナミ三田 小学（2）68 28860

鶴田　亮介            ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ               コナミ三田 小学（3）69 28860

荻野　隼斗            ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ                コナミ三田 小学（2）70 28860

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 小学（4）71 28860

渡邊　晴斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ               コナミ三田 小学（4）72 28860

中川　温心            ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（4）73 28865

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（4）74 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（3）75 28865

横山誠太郎            ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ              尼崎市スポ振 小学（4）76 28865

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（4）77 28865

中村　瑠佳            ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ                 尼崎市スポ振 高校（1）78 28865

木村　照英            ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ               ＳＵＮ加西 小学（3）79 28866

大國　隼人            ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ                ＳＵＮ加西 小学（2）80 28866

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）81 28867

船本　敬人            ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（3）82 28867

畑地　優吾            ﾊﾀｼﾞ ﾕｳｺﾞ               ＧＵＮＺＥ 高校（1）83 28867

船本　幸輝            ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）84 28867

西雄　友隼            ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（4）85 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（5）86 28872

林　　凌央            ﾊﾔｼ ﾘｮｵ                 ＳＵＮ網干 小学（6）87 28872

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（3）88 28872

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（4）89 28872

田上　圭児            ﾀﾉｳｴ ｹｲｺﾞ               ＳＵＮ網干 小学（3）90 28872

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 小学（6）91 28872

宮野　蒼芭            ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ                ＳＵＮ網干 小学（4）92 28872

田中　優音            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 マック武庫川 小学（6）93 28881

森川　大羽            ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲﾊﾞ              マック武庫川 小学（6）94 28881

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（4）95 28881

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（1）96 28881

堀　　和喜            ﾎﾘ ｶｽﾞｷ                 マック武庫川 小学（6）97 28881

中島　丈瑠            ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ                こうでら 小学（4）98 28883
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大塚　紘平            ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ               こうでら 小学（3）99 28883

平山　喜大            ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ               こうでら 小学（4）100 28883

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（4）101 28883

盛岡　潤平            ﾓﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            高砂ＦＣ 中学（1）102 28886

北口慎二郎            ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ            マック加古川 小学（6）103 28887

真鍋　朗音            ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ                マック加古川 高校（1）104 28887

寺田　亘伸            ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾝ               マック加古川 高校（1）105 28887

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               マック加古川 中学（1）106 28887

武本　優志            ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ                マック加古川 高校（1）107 28887

森本　陸王            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ                 マック加古川 小学（5）108 28887

石倉　大聖            ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ               マック加古川 小学（3）109 28887

山本　隼士            ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ              Aqスポレスト 小学（2）110 28888

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）111 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 中学（3）112 28898

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（5）113 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（5）114 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（6）115 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 高校（1）116 28898

瀧河　遼真            ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ              ＪＳＳ北神戸 小学（6）117 28899

佐野　　聖            ｻﾉ ｺｳｷ                  ＪＳＳ北神戸 小学（6）118 28899

佐々木　奏            ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）119 28899

八木　悠太            ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）120 28899

松村　一真            ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ               ＪＳＳ北神戸 中学（2）121 28899

野口　凱生            ﾉｸﾞﾁ ｶｲｾｲ               ＪＳＳ北神戸 小学（3）122 28899

火縄　祝音            ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）123 28899

髙田　滉翔            ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）124 28899

水野　癒太            ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（3）125 28899

直井　勇蔵            ﾅｵｲ ﾕｳｿﾞｳ               ＪＳＳ北神戸 小学（6）126 28899

辻井　　律            ﾂｼﾞｲ ﾘﾂ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）127 28899

川勝　　瞬            ｶﾜｶﾂ ｼｭﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）128 28899

東垣　星琉            ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ             ＪＳＳ北神戸 小学（4）129 28899

田中　歩夢            ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ                 ＰＳＫ 小学（4）130 28900

村上　凉汰            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ               ＰＳＫ 小学（4）131 28900

牧　　佑畏            ﾏｷ ﾕｳｲ                  ＰＳＫ 小学（5）132 28900

牧　那央斗            ﾏｷ ﾅｵﾄ                  ＰＳＫ 中学（2）133 28900

細見　佑貴            ﾎｿﾐ ﾕｳｷ                 ＰＳＫ 小学（6）134 28900

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  ＳＵＮ山崎 小学（4）135 28909

柳田　倖輔            ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ              ＳＵＮ山崎 中学（1）136 28909

梅原　歌月            ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ               ＳＵＮ山崎 小学（6）137 28909

中筋武之介            ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ             ＳＵＮ山崎 小学（5）138 28909

上川　馨平            ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ              ＳＵＮ山崎 小学（3）139 28909

根本聡太郎            ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ               赤穂ＳＳ 中学（1）140 28910

3/44 ページ2018年11月7日 21:55:37



男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                関西学院高等 高校（1）1 28603

塩道　永悟            ｼｵﾐﾁ ｴｲｺﾞ               関西学院高等 高校（2）2 28603

杉本　和真            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ              塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

上辻　大和            ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）4 28805

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              塚口ＳＳ 高校（2）5 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 中学（1）6 28805

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 高校（1）7 28805

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 塚口ＳＳ 高校（2）8 28805

東　　優希            ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ                塚口ＳＳ 中学（2）9 28805

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 小学（6）10 28805

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（2）11 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 小学（6）12 28805

斉藤　心斗            ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ                塚口ＳＳ 中学（2）13 28805

鳴尾　夢月            ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ                 塚口ＳＳ 中学（3）14 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 小学（6）15 28805

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               塚口ＳＳ 中学（1）16 28805

英　　正雄            ﾊﾅﾌｻ ﾏｻｵ                ＴＸ甲南山手 小学（3）17 28813

加藤　航太            ｶﾄｳ ｺｳﾀ                 ＴＸ甲南山手 小学（5）18 28813

志井　瑠座            ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ                ＴＸ甲南山手 小学（2）19 28813

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＴＸ甲南山手 中学（2）20 28813

東原　航太            ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ              ＴＸ甲南山手 中学（1）21 28813

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（6）22 28814

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（6）23 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 中学（2）24 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（6）25 28814

森本　夏生            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ                コナミ東加古 小学（4）26 28814

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 高校（1）27 28814

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（6）28 28822

藤尾　和輝            ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ               姫路スポーツ 小学（6）29 28822

濱本　大智            ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               姫路スポーツ 小学（5）30 28822

冨田　壮人            ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ                 姫路スポーツ 小学（4）31 28822

吉田　将義            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ               姫路スポーツ 小学（3）32 28822

藤尾　優輝            ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ                姫路スポーツ 小学（6）33 28822

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 高校（1）34 28822

大倉　翔馬            ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ               姫路スポーツ 高校（2）35 28822

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 中学（1）36 28822

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 中学（3）37 28822

立石　　洸            ﾀﾃｲｼ ｺｳ                 コナミ西宮 中学（1）38 28824

佐伯　一光            ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ               コナミ西宮 高校（3）39 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（5）40 28824

古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 中学（2）41 28824

松岡　蓮汰            ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ                コナミ西宮 小学（6）42 28824

増田　海翔            ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ                コナミ西宮 中学（2）43 28824

福田　將真            ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ               コナミ明石 小学（5）44 28825

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 中学（2）45 28825

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 中学（2）46 28825

加門　脩平            ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ               コナミ明石 小学（5）47 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（6）48 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（6）49 28825
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花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（6）50 28825

内海　秀翔            ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ               ＫＴＶ垂水 中学（1）51 28831

甲斐　秀輝            ｶｲ ﾋﾃﾞｷ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）52 28831

岡田　瞬介            ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）53 28835

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）54 28835

北村　鷹斗            ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）55 28835

竹中　綾一            ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）56 28835

小池　貴之            ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）57 28835

髙橋　悠斗            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）58 28835

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（6）59 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 高校（2）60 28838

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（5）61 28860

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（4）62 28865

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（4）63 28865

中村　瑠佳            ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ                 尼崎市スポ振 高校（1）64 28865

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）65 28867

船本　敬人            ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（3）66 28867

畑地　優吾            ﾊﾀｼﾞ ﾕｳｺﾞ               ＧＵＮＺＥ 高校（1）67 28867

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 小学（6）68 28872

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（4）69 28881

森川　大羽            ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲﾊﾞ              マック武庫川 小学（6）70 28881

堀　　和喜            ﾎﾘ ｶｽﾞｷ                 マック武庫川 小学（6）71 28881

田中　優音            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 マック武庫川 小学（6）72 28881

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（1）73 28881

中村　陽太            ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ                マック武庫川 中学（1）74 28881

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（4）75 28883

平山　喜大            ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ               こうでら 小学（4）76 28883

盛岡　潤平            ﾓﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            高砂ＦＣ 中学（1）77 28886

森本　陸王            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ                 マック加古川 小学（5）78 28887

寺田　亘伸            ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾝ               マック加古川 高校（1）79 28887

武本　優志            ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ                マック加古川 高校（1）80 28887

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                マック加古川 中学（2）81 28887

真鍋　朗音            ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ                マック加古川 高校（1）82 28887

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）83 28898

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（5）84 28898

西島　正人            ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ               佐用ＳＳ 中学（3）85 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（5）86 28898

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（6）87 28898

八木　悠太            ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）88 28899

辻井　　律            ﾂｼﾞｲ ﾘﾂ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）89 28899

松村　一真            ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ               ＪＳＳ北神戸 中学（2）90 28899

直井進太郎            ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）91 28899

髙田　滉翔            ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）92 28899

保田　光槻            ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）93 28899

下田　絢斗            ｼﾓﾀﾞ ｱﾔﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）94 28899

瀧河　遼真            ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ              ＪＳＳ北神戸 小学（6）95 28899

佐野　　聖            ｻﾉ ｺｳｷ                  ＪＳＳ北神戸 小学（6）96 28899

直井　勇蔵            ﾅｵｲ ﾕｳｿﾞｳ               ＪＳＳ北神戸 小学（6）97 28899

出羽　晃也            ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）98 28899
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田村恭太郎            ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ              ＰＳＫ 小学（6）99 28900

常岡　直矢            ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                ＰＳＫ 中学（3）100 28900

細見　佑貴            ﾎｿﾐ ﾕｳｷ                 ＰＳＫ 小学（6）101 28900

牧　　佑畏            ﾏｷ ﾕｳｲ                  ＰＳＫ 小学（5）102 28900

村上　凉汰            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ               ＰＳＫ 小学（4）103 28900

牧　那央斗            ﾏｷ ﾅｵﾄ                  ＰＳＫ 中学（2）104 28900

柳田　倖輔            ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ              ＳＵＮ山崎 中学（1）105 28909

梅原　歌月            ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ               ＳＵＮ山崎 小学（6）106 28909

根本聡太郎            ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ               赤穂ＳＳ 中学（1）107 28910

廣岡　優弥            ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ                赤穂ＳＳ 中学（2）108 28910
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谷口　太力            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾗ               関西学院高等 高校（2）1 28603

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                関西学院高等 高校（1）2 28603

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                関西学院高等 高校（3）3 28603

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 塚口ＳＳ 高校（2）4 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 高校（2）5 28805

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               塚口ＳＳ 中学（1）6 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 高校（1）7 28805

東　　優希            ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ                塚口ＳＳ 中学（2）8 28805

今井　奏良            ｲﾏｲ ｿﾗ                  塚口ＳＳ 中学（1）9 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（5）10 28805

端　　凌志            ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                塚口ＳＳ 小学（5）11 28805

東原　航太            ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ              ＴＸ甲南山手 中学（1）12 28813

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 高校（1）13 28814

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 中学（2）14 28814

森本　純矢            ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ              コナミ東加古 小学（6）15 28814

木南　綾人            ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ                 姫路スポーツ 中学（1）16 28822

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 中学（1）17 28824

清水　歩空            ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ               コナミ西宮 中学（3）18 28824

説田　泰機            ｾｯﾀ ﾀｲｷ                 コナミ西宮 高校（2）19 28824

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 高校（2）20 28824

勝部　太陽            ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ               コナミ西宮 中学（1）21 28824

立石　　洸            ﾀﾃｲｼ ｺｳ                 コナミ西宮 中学（1）22 28824

増田　海翔            ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ                コナミ西宮 中学（2）23 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（5）24 28824

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（6）25 28825

福田　將真            ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ               コナミ明石 小学（5）26 28825

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                コナミ明石 高校（1）27 28825

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（6）28 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 中学（2）29 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 中学（1）30 28825

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（6）31 28825

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 中学（1）32 28825

甲斐　秀輝            ｶｲ ﾋﾃﾞｷ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）33 28831

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）34 28835

佐藤　大空            ｻﾄｳ ｿﾗ                  姫路ＳＳ 中学（1）35 28838

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（6）36 28838

野中　康貴            ﾉﾅｶ ｺｳｷ                 コナミ三田 小学（5）37 28860

中川　温心            ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（4）38 28865

大木　悠冴            ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）39 28867

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 中学（2）40 28872

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 高校（2）41 28872

三木　颯翔            ﾐｷ ﾊﾔﾄ                  ＳＵＮ網干 中学（1）42 28872

森川　大羽            ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲﾊﾞ              マック武庫川 小学（6）43 28881

真鍋　朗音            ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ                マック加古川 高校（1）44 28887

松下　奨武            ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ              マック加古川 高校（2）45 28887

加登　結翔            ｶﾄｳ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）46 28899

髙田　滉翔            ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）47 28899

下田　絢斗            ｼﾓﾀﾞ ｱﾔﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（5）48 28899

瀧河　遼真            ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ              ＪＳＳ北神戸 小学（6）49 28899
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加登　博翔            ｶﾄｳ ﾊｸﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（6）50 28899

梅鉢　大斗            ｳﾒﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）51 28899

出羽　晃也            ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）52 28899

常岡　直矢            ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                ＰＳＫ 中学（3）53 28900

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  ＳＵＮ山崎 小学（4）54 28909

柳田　倖輔            ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ              ＳＵＮ山崎 中学（1）55 28909

田口　和輝            ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               ＳＵＮ山崎 中学（1）56 28909
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藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              関西学院高等 高校（2）1 28603

谷口　太力            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾗ               関西学院高等 高校（2）2 28603

上口　紘平            ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ              塚口ＳＳ 高校（2）3 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（3）4 28805

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               塚口ＳＳ 中学（1）5 28805

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（2）6 28805

近藤　巧斗            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ               ＴＸ甲南山手 中学（3）7 28813

川野　礼夢            ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ                 コナミ東加古 中学（2）8 28814

山本　将矢            ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ                コナミ東加古 高校（1）9 28814

濱野　瑠亜            ﾊﾏﾉ ﾙｱ                  姫路スポーツ 中学（3）10 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 中学（3）11 28822

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 姫路スポーツ 中学（3）12 28822

勝部　太陽            ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ               コナミ西宮 中学（1）13 28824

清水　歩空            ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ               コナミ西宮 中学（3）14 28824

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 高校（2）15 28824

廣澤　虎汰            ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ                コナミ明石 高校（1）16 28825

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 高校（2）17 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 中学（2）18 28825

佐藤　大空            ｻﾄｳ ｿﾗ                  姫路ＳＳ 中学（1）19 28838

村上健太郎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路ＳＳ 高校（2）20 28838

岡　　謙佑            ｵｶ ｹﾝｽｹ                 ＳＵＮ加西 中学（3）21 28866

桜井　研弥            ｻｸﾗｲ ｹﾝﾔ                ＧＵＮＺＥ 中学（2）22 28867

吉野　裕貴            ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ                 ＳＵＮ網干 高校（2）23 28872

松下　奨武            ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ              マック加古川 高校（2）24 28887

直井進太郎            ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）25 28899

松村　一真            ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ               ＪＳＳ北神戸 中学（2）26 28899

加登　結翔            ｶﾄｳ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）27 28899
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男子 1500m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

谷口　太力            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾗ               関西学院高等 高校（2）1 28603

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 姫路スポーツ 中学（3）2 28822

大倉　瑞輝            ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ               姫路スポーツ 中学（3）3 28822

井ノ上昭輝            ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ               コナミ西宮 高校（2）4 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（3）5 28824

清水　歩空            ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ               コナミ西宮 中学（3）6 28824

川﨑　逸生            ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ                コナミ明石 高校（2）7 28825

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 高校（1）8 28838

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 高校（2）9 28838

村上健太郎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ              姫路ＳＳ 高校（2）10 28838

七野　太軌            ｼﾁﾉ ﾀｲｷ                 姫路ＳＳ 高校（2）11 28838

岡　　謙佑            ｵｶ ｹﾝｽｹ                 ＳＵＮ加西 中学（3）12 28866
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男子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

木本　怜良            ｷﾓﾄ ﾚｵ                  塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

吉田　　渉            ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ                塚口ＳＳ 小学（3）3 28805

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                塚口ＳＳ 小学（6）5 28805

岡部　煌輝            ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ                塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 高校（2）7 28805

川畑　伍輝            ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ               塚口ＳＳ 小学（3）8 28805

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（4）9 28805

上辻　大和            ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）10 28805

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（3）11 28814

橋詰　陽汰            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ               コナミ東加古 小学（4）12 28814

吉田　将義            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ               姫路スポーツ 小学（3）13 28822

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                コナミ西宮 小学（3）14 28824

松本　崇弘            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ               コナミ西宮 小学（4）15 28824

山田　凛星            ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ               コナミ明石 小学（3）16 28825

内海　秀翔            ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ               ＫＴＶ垂水 中学（1）17 28831

林崎　　蓮            ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ               ＫＴＶ垂水 中学（2）18 28831

渡邊　竣哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）19 28835

竹中　綾一            ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）20 28835

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 小学（4）21 28860

庄司　拓真            ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ               コナミ三田 小学（2）22 28860

渡邊　晴斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ               コナミ三田 小学（4）23 28860

横山誠太郎            ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ              尼崎市スポ振 小学（4）24 28865

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（3）25 28865

岡本　一歩            ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ               ＳＵＮ網干 小学（4）26 28872

内海　暁翔            ｳﾂﾐ ｱｷﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（4）27 28872

西雄　友隼            ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（4）28 28872

中島　丈瑠            ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ                こうでら 小学（4）29 28883

石倉　大聖            ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ               マック加古川 小学（3）30 28887

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 中学（2）31 28898

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 高校（1）32 28898

水野　癒太            ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（3）33 28899

加登　煌翔            ｶﾄｳ ｷﾗﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）34 28899

保田　侑槻            ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）35 28899

加登　博翔            ｶﾄｳ ﾊｸﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（6）36 28899

保田　光槻            ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）37 28899

有時　伶音            ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ                ＳＵＮ山崎 小学（3）38 28909

中筋武之介            ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ             ＳＵＮ山崎 小学（5）39 28909

上川　馨平            ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ              ＳＵＮ山崎 小学（3）40 28909
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

有友　敬亮            ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ               関西学院高等 高校（2）1 28603

高　　大輔            ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ                関西学院高等 高校（2）2 28603

松本　　陸            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ                 塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（5）4 28805

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 中学（2）5 28805

金丸　尚樹            ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ                塚口ＳＳ 高校（2）6 28805

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（6）7 28822

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 中学（1）8 28825

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 中学（1）9 28825

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 小学（6）10 28825

林崎　　蓮            ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ               ＫＴＶ垂水 中学（2）11 28831

内海　秀翔            ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ               ＫＴＶ垂水 中学（1）12 28831

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）13 28835

渡邊　竣哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（5）14 28835

髙橋　悠斗            ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）15 28835

竹中　綾一            ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）16 28835

頼末　陽太            ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ                尼崎市スポ振 小学（3）17 28865

三木　颯翔            ﾐｷ ﾊﾔﾄ                  ＳＵＮ網干 中学（1）18 28872

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 中学（2）19 28872

杵築　一流            ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ                佐用ＳＳ 高校（1）20 28898

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 中学（2）21 28898

加登　煌翔            ｶﾄｳ ｷﾗﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）22 28899

水野　癒太            ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ                 ＪＳＳ北神戸 小学（3）23 28899

保田　侑槻            ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）24 28899

大平　理登            ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）25 28899

加登　博翔            ｶﾄｳ ﾊｸﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（6）26 28899

有時　伶音            ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ                ＳＵＮ山崎 小学（3）27 28909

山口　康生            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              赤穂ＳＳ 中学（2）28 28910

廣岡　優弥            ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ                赤穂ＳＳ 中学（2）29 28910
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男子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

高　　大輔            ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ                関西学院高等 高校（2）1 28603

有友　敬亮            ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ               関西学院高等 高校（2）2 28603

大迫　波瑠            ｵｵｻｺ ﾊﾙ                 塚口ＳＳ 中学（2）3 28805

今井　詠奏            ｲﾏｲ ｳﾀ                  塚口ＳＳ 小学（5）4 28805

塩谷　　陽            ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ                 コナミ明石 中学（1）5 28825

林崎　　蓮            ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ               ＫＴＶ垂水 中学（2）6 28831

古市　大和            ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ                佐用ＳＳ 中学（2）7 28898
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

西村　　零            ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）1 28805

宇野　一真            ｳﾉ ｶｽﾞﾏ                 コナミ東加古 小学（4）2 28814

吉田　将義            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ               姫路スポーツ 小学（3）3 28822

板橋　飛翔            ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ                姫路スポーツ 小学（6）4 28822

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             コナミ西宮 小学（4）5 28824

吉識　晴道            ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                コナミ西宮 小学（3）6 28824

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（6）7 28825

山田　凛星            ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ               コナミ明石 小学（3）8 28825

水谷　宗太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               コナミ明石 小学（3）9 28825

辻本　晃誠            ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ              ＫＴＶ垂水 高校（2）10 28831

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）11 28835

白浜　琉希            ｼﾗﾊﾏ ﾘｭｳｷ               姫路ＳＳ 小学（6）12 28838

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（4）13 28865

船本　幸輝            ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）14 28867

林　　凌央            ﾊﾔｼ ﾘｮｵ                 ＳＵＮ網干 小学（6）15 28872

木下倫太郎            ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＳＵＮ網干 小学（5）16 28872

西雄　友隼            ﾆｼｵ ﾕｳﾄ                 ＳＵＮ網干 小学（4）17 28872

宮野　蒼芭            ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ                ＳＵＮ網干 小学（4）18 28872

小南　有輝            ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                マック武庫川 小学（6）19 28881

大塚　紘平            ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ               こうでら 小学（3）20 28883

大野　龍平            ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ               こうでら 小学（4）21 28883

佐々木　奏            ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）22 28899

川勝　　瞬            ｶﾜｶﾂ ｼｭﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）23 28899

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 高校（2）24 28910
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男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                関西学院高等 高校（3）1 28603

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（3）2 28805

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（2）3 28805

板橋　飛翔            ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ                姫路スポーツ 小学（6）4 28822

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 中学（2）5 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（3）6 28824

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                コナミ西宮 中学（2）7 28824

土田　卓実            ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ                コナミ明石 小学（6）8 28825

大岡　悠真            ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ                コナミ明石 小学（6）9 28825

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 中学（1）10 28831

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 中学（1）11 28831

池田康太郎            ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ              ＫＴＶ垂水 高校（2）12 28831

岡﨑　太暉            ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）13 28835

大橋　空翔            ｵｵﾊｼ ｿﾗ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）14 28835

岡田　遥斗            ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）15 28835

川島　和真            ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ               姫路ＳＳ 高校（2）16 28838

白浜　琉希            ｼﾗﾊﾏ ﾘｭｳｷ               姫路ＳＳ 小学（6）17 28838

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 中学（2）18 28838

野中　康貴            ﾉﾅｶ ｺｳｷ                 コナミ三田 小学（5）19 28860

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 中学（3）20 28865

中川　温心            ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ               尼崎市スポ振 小学（4）21 28865

船本　幸輝            ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ                ＧＵＮＺＥ 高校（2）22 28867

竹本　蒼志            ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ                ＳＵＮ網干 小学（3）23 28872

小峯　輝羅            ｺﾐﾈ ｷﾗ                  ＳＵＮ網干 中学（2）24 28872

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Aqスポレスト 中学（2）25 28888

寺尾　達樹            ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）26 28898

筒井　　陸            ﾂﾂｲ ﾘｸ                  ＪＳＳ北神戸 中学（2）27 28899

大平　理登            ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）28 28899

火縄　祝音            ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）29 28899

辻井　　律            ﾂｼﾞｲ ﾘﾂ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）30 28899

大谷　勇斗            ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（2）31 28899

田口　和輝            ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               ＳＵＮ山崎 中学（1）32 28909

山口　康生            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              赤穂ＳＳ 中学（2）33 28910

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 高校（2）34 28910
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男子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                関西学院高等 高校（3）1 28603

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（2）2 28805

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 塚口ＳＳ 小学（6）3 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 高校（1）4 28805

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 中学（3）5 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 中学（1）6 28824

尾﨑　智大            ｵｻｷ ﾁﾋﾛ                 コナミ西宮 中学（2）7 28824

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                コナミ西宮 中学（2）8 28824

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 中学（1）9 28831

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 中学（1）10 28831

草壁　亮太            ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ              姫路ＳＳ 中学（2）11 28838

川島　和真            ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ               姫路ＳＳ 高校（2）12 28838

山口　悠也            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ               尼崎市スポ振 中学（2）13 28865

中西　一太            ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ                尼崎市スポ振 中学（3）14 28865

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Aqスポレスト 中学（2）15 28888

田口　和輝            ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ               ＳＵＮ山崎 中学（1）16 28909
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男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

大宮　詩央            ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ                塚口ＳＳ 小学（6）1 28805

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

松永　寛汰            ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ               塚口ＳＳ 小学（6）3 28805

尾田原大貴            ｵﾀﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ              塚口ＳＳ 小学（2）4 28805

杉本　和真            ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ              塚口ＳＳ 小学（5）5 28805

吉田　　渉            ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ                塚口ＳＳ 小学（3）6 28805

川口　虎鉄            ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ               塚口ＳＳ 小学（3）7 28805

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（4）8 28805

西村　　零            ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）9 28805

大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 小学（4）10 28805

大内　海輝            ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ               コナミ東加古 小学（3）11 28814

冨田　壮人            ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ                 姫路スポーツ 小学（4）12 28822

前川　蒼空            ﾏｴｶﾜ ｿﾗ                 コナミ西宮 小学（3）13 28824

吉識　晴道            ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ                コナミ西宮 小学（3）14 28824

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（5）15 28824

松本　崇弘            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ               コナミ西宮 小学（4）16 28824

小西　悠太            ｺﾆｼ ﾕｳﾀ                 コナミ明石 小学（4）17 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（6）18 28825

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 高校（2）19 28838

田靡颯一郎            ﾀﾅﾋﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ            姫路ＳＳ 小学（6）20 28838

宮下　智幸            ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ               コナミ三田 小学（3）21 28860

庄司　拓真            ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ               コナミ三田 小学（2）22 28860

吉村　敬心            ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ               尼崎市スポ振 小学（4）23 28865

船本　敬人            ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ                ＧＵＮＺＥ 中学（3）24 28867

岡本　一歩            ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ               ＳＵＮ網干 小学（4）25 28872

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（4）26 28872

小南　有輝            ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                マック武庫川 小学（6）27 28881

北口慎二郎            ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ            マック加古川 小学（6）28 28887

藤岡　斗希            ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ                佐用ＳＳ 小学（6）29 28898

東垣　星琉            ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ             ＪＳＳ北神戸 小学（4）30 28899

加登　煌翔            ｶﾄｳ ｷﾗﾄ                 ＪＳＳ北神戸 小学（2）31 28899

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 高校（2）32 28900

有時　伶音            ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ                ＳＵＮ山崎 小学（3）33 28909

上川　馨平            ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ              ＳＵＮ山崎 小学（3）34 28909
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男子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

藤原　大彰            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ              関西学院高等 高校（2）1 28603

有友　敬亮            ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ               関西学院高等 高校（2）2 28603

青木　敦士            ｱｵｷ ｱﾂｼ                 関西学院高等 高校（2）3 28603

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                関西学院高等 高校（1）4 28603

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（1）5 28805

端　　凌志            ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                塚口ＳＳ 小学（5）6 28805

髙須賀　隼            ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 高校（3）7 28805

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（2）8 28805

鳴尾　夢月            ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ                 塚口ＳＳ 中学（3）9 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 中学（3）10 28805

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 中学（2）11 28814

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（6）12 28822

白根　兵悟            ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ               姫路スポーツ 高校（1）13 28822

佐伯　一光            ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ               コナミ西宮 高校（3）14 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 中学（1）15 28824

説田　泰機            ｾｯﾀ ﾀｲｷ                 コナミ西宮 高校（2）16 28824

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 中学（1）17 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（6）18 28825

小池　貴之            ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）19 28835

岡﨑　太暉            ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）20 28835

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）21 28835

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）22 28835

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 高校（2）23 28838

児嶋　利弘            ｺｼﾞﾏ ﾘｸ                 マック加古川 中学（3）24 28887

原井　智貴            ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）25 28898

寺尾　達樹            ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）26 28898

左脇　弘大            ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）27 28899

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              ＪＳＳ北神戸 高校（3）28 28899

大平　理登            ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（3）29 28899

廣本　佑馬            ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）30 28899

大谷　勇斗            ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（2）31 28899

田村恭太郎            ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ              ＰＳＫ 小学（6）32 28900

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 高校（2）33 28900

福井　貫太            ﾌｸｲ ｶﾝﾀ                 赤穂ＳＳ 高校（2）34 28910

山口　康生            ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ              赤穂ＳＳ 中学（2）35 28910

廣岡　優弥            ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ                赤穂ＳＳ 中学（2）36 28910

根本聡太郎            ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ               赤穂ＳＳ 中学（1）37 28910
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男子  200m バタフライ
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兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

塩道　永悟            ｼｵﾐﾁ ｴｲｺﾞ               関西学院高等 高校（2）1 28603

登　　飛瑛            ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ                塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 塚口ＳＳ 小学（6）4 28805

鳴尾　夢月            ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ                 塚口ＳＳ 中学（3）5 28805

野田　　柊            ﾉﾀﾞ ｼｭｳ                 塚口ＳＳ 高校（2）6 28805

玉村颯一朗            ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ             塚口ＳＳ 中学（1）7 28805

説田　泰機            ｾｯﾀ ﾀｲｷ                 コナミ西宮 高校（2）8 28824

佐伯　一光            ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ               コナミ西宮 高校（3）9 28824

岡田　瞬介            ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）10 28835

山本裕一朗            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ             姫路ＳＳ 高校（2）11 28838

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              ＪＳＳ北神戸 高校（3）12 28899
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氏名: カナ: 所属: 学校:人数:
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青木　敦士            ｱｵｷ ｱﾂｼ                 関西学院高等 高校（2）1 28603

木本　怜良            ｷﾓﾄ ﾚｵ                  塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

端　　凌志            ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                塚口ＳＳ 小学（5）3 28805

川畑　伍輝            ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ               塚口ＳＳ 小学（3）4 28805

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（4）5 28805

岡部　煌輝            ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ                塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 小学（4）7 28805

仁川　遥斗            ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ                 塚口ＳＳ 小学（6）8 28805

大槻　駿斗            ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ                塚口ＳＳ 小学（6）9 28805

櫻井　　佑            ｻｸﾗｲ ﾕｳ                 ＴＸ甲南山手 小学（2）10 28813

橋詰　陽汰            ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ               コナミ東加古 小学（4）11 28814

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 中学（2）12 28814

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                コナミ東加古 小学（6）13 28814

橋詰　蒼大            ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ               コナミ東加古 小学（6）14 28814

小枝　遼平            ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ              コナミ東加古 小学（5）15 28814

森本　夏生            ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ                コナミ東加古 小学（4）16 28814

宇野　一真            ｳﾉ ｶｽﾞﾏ                 コナミ東加古 小学（4）17 28814

高田　宗侑            ﾀｶﾀ ｿｳｽｹ                コナミ東加古 小学（4）18 28814

森田　遥大            ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                 姫路スポーツ 中学（3）19 28822

西川　翔己            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ               姫路スポーツ 小学（6）20 28822

大倉　凜佑            ｵｵｸﾗ ﾘｳ                 姫路スポーツ 小学（6）21 28822

濱本　大智            ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ               姫路スポーツ 小学（5）22 28822

古田　　結            ﾌﾙﾀ ﾕｲ                  コナミ西宮 中学（2）23 28824

西河　輝恭            ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ               コナミ西宮 小学（3）24 28824

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                コナミ西宮 小学（3）25 28824

松岡　蓮汰            ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ                コナミ西宮 小学（6）26 28824

上田禮次郎            ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ             コナミ西宮 小学（4）27 28824

大石　　快            ｵｵｲｼ ｶｲ                 コナミ西宮 中学（1）28 28824

園山　紘生            ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ               コナミ明石 中学（2）29 28825

水谷　宗太            ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ               コナミ明石 小学（3）30 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 小学（6）31 28825

小西　悠太            ｺﾆｼ ﾕｳﾀ                 コナミ明石 小学（4）32 28825

村上　柚希            ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ               コナミ明石 中学（2）33 28825

加門　脩平            ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ               コナミ明石 小学（5）34 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 小学（6）35 28825

梅﨑　大樹            ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ               ＫＴＶ垂水 中学（1）36 28831

甲斐　秀輝            ｶｲ ﾋﾃﾞｷ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）37 28831

小西　悠策            ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ                ＫＴＶ垂水 小学（3）38 28831

岡﨑　太暉            ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）39 28835

大橋　空翔            ｵｵﾊｼ ｿﾗ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）40 28835

小池　貴之            ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）41 28835

香川　将輝            ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）42 28835

岡田　瞬介            ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）43 28835

大川　翔永            ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ              姫路ＳＳ 小学（6）44 28838

鳳山　賢伸            ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ               姫路ＳＳ 高校（1）45 28838

石﨑　夏音            ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ               姫路ＳＳ 高校（2）46 28838

野中　康貴            ﾉﾅｶ ｺｳｷ                 コナミ三田 小学（5）47 28860

荻野　隼斗            ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ                コナミ三田 小学（2）48 28860

宮下　智幸            ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ               コナミ三田 小学（3）49 28860
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鶴田　亮介            ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ               コナミ三田 小学（3）50 28860

渡邊　晴斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ               コナミ三田 小学（4）51 28860

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 小学（4）52 28860

庄司　拓真            ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ               コナミ三田 小学（2）53 28860

山口　悠也            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ               尼崎市スポ振 中学（2）54 28865

木村　照英            ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ               ＳＵＮ加西 小学（3）55 28866

八十　　碧            ﾔｿ ｱｵｲ                  ＳＵＮ網干 中学（2）56 28872

進藤　直人            ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ               ＳＵＮ網干 小学（6）57 28872

永島　昌悟            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ             ＳＵＮ網干 小学（6）58 28872

岡本　一歩            ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ               ＳＵＮ網干 小学（4）59 28872

佐藤煌太朗            ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ               ＳＵＮ網干 小学（4）60 28872

松尾　悠世            ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ                ＳＵＮ網干 小学（4）61 28872

田上　圭児            ﾀﾉｳｴ ｹｲｺﾞ               ＳＵＮ網干 小学（3）62 28872

間彦　秀亮            ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ               ＳＵＮ網干 小学（3）63 28872

竹本　蒼志            ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ                ＳＵＮ網干 小学（3）64 28872

田中　優音            ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ                 マック武庫川 小学（6）65 28881

葛原　悠大            ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ               マック武庫川 小学（4）66 28881

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（1）67 28881

堀　　和喜            ﾎﾘ ｶｽﾞｷ                 マック武庫川 小学（6）68 28881

小南　有輝            ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ                マック武庫川 小学（6）69 28881

中島　丈瑠            ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ                こうでら 小学（4）70 28883

大塚　紘平            ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ               こうでら 小学（3）71 28883

平山　喜大            ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ               こうでら 小学（4）72 28883

松下　奨武            ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ              マック加古川 高校（2）73 28887

武本　優志            ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ                マック加古川 高校（1）74 28887

児嶋　利弘            ｺｼﾞﾏ ﾘｸ                 マック加古川 中学（3）75 28887

武本　航志            ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                マック加古川 中学（2）76 28887

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               マック加古川 中学（1）77 28887

北口慎二郎            ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ            マック加古川 小学（6）78 28887

石倉　大聖            ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ               マック加古川 小学（3）79 28887

森本　陸王            ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ                 マック加古川 小学（5）80 28887

寺田　亘伸            ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾝ               マック加古川 高校（1）81 28887

石井　悠一            ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ                佐用ＳＳ 小学（5）82 28898

大林　想汰            ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ              佐用ＳＳ 小学（5）83 28898

寺尾　達樹            ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ                 佐用ＳＳ 中学（2）84 28898

東垣　星琉            ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ             ＪＳＳ北神戸 小学（4）85 28899

直井　勇蔵            ﾅｵｲ ﾕｳｿﾞｳ               ＪＳＳ北神戸 小学（6）86 28899

佐野　　聖            ｻﾉ ｺｳｷ                  ＪＳＳ北神戸 小学（6）87 28899

保田　侑槻            ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（5）88 28899

谷口　歩夢            ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ               ＪＳＳ北神戸 中学（2）89 28899

加登　結翔            ｶﾄｳ ﾕｲﾄ                 ＪＳＳ北神戸 中学（1）90 28899

廣本　佑馬            ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）91 28899

大谷　勇斗            ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ                ＪＳＳ北神戸 中学（2）92 28899

出羽　晃也            ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）93 28899

植田　竜成            ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ              ＪＳＳ北神戸 高校（3）94 28899

筒井　　陸            ﾂﾂｲ ﾘｸ                  ＪＳＳ北神戸 中学（2）95 28899

左脇　弘大            ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）96 28899

保田　光槻            ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）97 28899

辻井　　暖            ﾂｼﾞｲ ﾀﾞﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）98 28899
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直井進太郎            ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）99 28899

川勝　　瞬            ｶﾜｶﾂ ｼｭﾝ                ＪＳＳ北神戸 小学（4）100 28899

佐々木　奏            ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）101 28899

田村恭太郎            ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ              ＰＳＫ 小学（6）102 28900

細見　佑貴            ﾎｿﾐ ﾕｳｷ                 ＰＳＫ 小学（6）103 28900

牧　那央斗            ﾏｷ ﾅｵﾄ                  ＰＳＫ 中学（2）104 28900

牧　　佑畏            ﾏｷ ﾕｳｲ                  ＰＳＫ 小学（5）105 28900

村上　凉汰            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ               ＰＳＫ 小学（4）106 28900

常岡　直矢            ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ                ＰＳＫ 中学（3）107 28900

常岡　裕介            ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ               ＰＳＫ 高校（2）108 28900

梅原　歌月            ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ               ＳＵＮ山崎 小学（6）109 28909

坂田　　晴            ｻｶﾀ ﾊﾙ                  ＳＵＮ山崎 小学（4）110 28909

22/44 ページ2018年11月7日 21:55:39



男子  400m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

青木　敦士            ｱｵｷ ｱﾂｼ                 関西学院高等 高校（2）1 28603

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 中学（2）2 28814

八十　　碧            ﾔｿ ｱｵｲ                  ＳＵＮ網干 中学（2）3 28872

木下　泰乙            ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ                Aqスポレスト 中学（2）4 28888

廣本　佑馬            ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ北神戸 中学（1）5 28899

左脇　弘大            ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ               ＪＳＳ北神戸 中学（1）6 28899
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清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 関西学院高等 高校（1）1 28603

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 関西学院高等 高校（2）2 28603

青野　来美            ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                 塚口ＳＳ 小学（3）3 28805

廣瀬　純子            ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ               塚口ＳＳ 小学（3）4 28805

今井　奏亜            ｲﾏｲ ﾄｱ                  塚口ＳＳ 小学（4）5 28805

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

皐月　　静            ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ                塚口ＳＳ 小学（4）7 28805

山口　純怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ               塚口ＳＳ 小学（4）8 28805

藥師　萌雅            ﾔｸｼ ﾒｲｶ                 塚口ＳＳ 小学（3）9 28805

荒本　結衣            ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ                 塚口ＳＳ 小学（4）10 28805

西留　杏美            ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ               塚口ＳＳ 小学（5）11 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（6）12 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）13 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 中学（1）14 28805

内原　心海            ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ                塚口ＳＳ 中学（3）15 28805

足立　　奏            ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ               ＴＸ甲南山手 小学（2）16 28813

植木　亜美            ｳｴｷ ｱﾐ                  ＴＸ甲南山手 小学（6）17 28813

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ                 コナミ東加古 小学（4）18 28814

宮﨑陽菜乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               コナミ東加古 小学（4）19 28814

安田　琉月            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 小学（3）20 28814

戸田菜々美            ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 小学（3）21 28814

井澤　千明            ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ                コナミ東加古 小学（3）22 28814

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 中学（1）23 28814

東　　　歩            ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ                コナミ東加古 小学（4）24 28814

木南　花音            ｷﾅﾐ ｶﾉﾝ                 姫路スポーツ 小学（6）25 28822

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（5）26 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）27 28824

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（5）28 28824

大窪　ゆい            ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ                コナミ西宮 小学（3）29 28824

前田　　星            ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳ                コナミ西宮 小学（3）30 28824

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                 コナミ西宮 小学（4）31 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（3）32 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（3）33 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（4）34 28824

山戸　優佳            ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                 コナミ西宮 小学（4）35 28824

森髙　杏珠            ﾓﾘﾀｶ ｱﾝｼﾞｭ              コナミ西宮 小学（5）36 28824

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 小学（6）37 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（6）38 28824

高濵　瑞紀            ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ               コナミ西宮 小学（4）39 28824

正木　咲愛            ﾏｻｷ ｻｸﾗ                 コナミ西宮 小学（4）40 28824

坂本　紗依            ｻｶﾓﾄ ｻｴ                 コナミ西宮 小学（4）41 28824

西野帆乃花            ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ                 コナミ西宮 小学（5）42 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（5）43 28824

園山　莉菜            ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ                 コナミ明石 小学（4）44 28825

武市　和夏            ﾀｹﾁ ﾅﾂ                  コナミ明石 小学（5）45 28825

武市彩緒里            ﾀｹﾁ ｲｵﾘ                 コナミ明石 小学（3）46 28825

大岡　実桜            ｵｵｵｶ ﾐｵ                 コナミ明石 小学（4）47 28825

則包なのは            ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ                コナミ明石 小学（5）48 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 中学（1）49 28825
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塩谷　奈菜            ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ                 コナミ明石 小学（5）50 28825

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 中学（2）51 28825

原田　莉沙            ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ                 ＫＴＶ垂水 小学（6）52 28831

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）53 28835

片山　咲花            ｶﾀﾔﾏ ｻｷｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）54 28835

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）55 28835

渡邉　美日            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾊﾙ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）56 28835

大橋　鈴羅            ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）57 28835

岩井　楓佳            ｲﾜｲ ﾌｳｶ                 姫路ＳＳ 小学（4）58 28838

萩原　　凛            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                姫路ＳＳ 小学（5）59 28838

田中　陽乃            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ                 姫路ＳＳ 小学（3）60 28838

岩宮　早織            ｲﾜﾐﾔ ｻｵﾘ                コナミ三田 小学（3）61 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 小学（4）62 28860

水谷　梓愛            ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽﾞﾅ              コナミ三田 小学（3）63 28860

北本　　樹            ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ                コナミ三田 小学（3）64 28860

大﨑　咲良            ｵｵｻｷ ｻｸﾗ                コナミ三田 小学（3）65 28860

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                 コナミ三田 小学（2）66 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（4）67 28860

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（4）68 28865

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 中学（1）69 28865

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               ＳＵＮ加西 小学（4）70 28866

荒本　美佑            ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）71 28867

宮野　　心            ﾐﾔﾉ ｺｺﾛ                 ＳＵＮ網干 小学（6）72 28872

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（3）73 28872

林　　桜子            ﾊﾔｼ ｻｸﾗｺ                ＳＵＮ網干 小学（6）74 28872

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（3）75 28872

塚原　　楽            ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                 ＳＵＮ網干 小学（3）76 28872

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 マック武庫川 中学（1）77 28881

中島　琉莉            ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ                マック武庫川 小学（4）78 28881

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（6）79 28883

岡田　彩那            ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ                こうでら 小学（5）80 28883

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（6）81 28883

船越　彩芭            ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ                高砂ＦＣ 小学（3）82 28886

戸田　美来            ﾄﾀﾞ ﾐｸﾙ                 高砂ＦＣ 小学（6）83 28886

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 小学（6）84 28886

藤本　千珠            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｽﾞ               高砂ＦＣ 小学（5）85 28886

岩本　琉杏            ｲﾜﾓﾄ ﾙｱ                 高砂ＦＣ 小学（3）86 28886

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 マック加古川 小学（4）87 28887

大西　璃杏            ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ                マック加古川 小学（5）88 28887

森田　莉子            ﾓﾘﾀ ﾘｺ                  マック加古川 小学（5）89 28887

石倉　凪彩            ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ               マック加古川 小学（5）90 28887

渡部　玲奈            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ                マック加古川 中学（2）91 28887

渡邊せいら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ               マック加古川 小学（5）92 28887

北田一千咲            ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ                マック加古川 小学（4）93 28887

花房樹咲里            ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ              マック加古川 小学（6）94 28887

小東　あい            ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ                マック加古川 高校（1）95 28887

髙山　瑠菜            ﾀｶﾔﾏ ﾙﾅ                 マック加古川 中学（1）96 28887

藤本　彩花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ               マック加古川 小学（6）97 28887

丸井　花音            ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ                 Aqスポレスト 中学（2）98 28888
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今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Aqスポレスト 小学（4）99 28888

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 中学（1）100 28898

阪東　瑠依            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾙｲ               佐用ＳＳ 中学（1）101 28898

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（4）102 28898

寺尾　来実            ﾃﾗｵ ｸﾙﾐ                 佐用ＳＳ 小学（4）103 28898

平林　咲蘭            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾗ               ＪＳＳ北神戸 中学（2）104 28899

曲本　茉央            ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）105 28899

加登　美翔            ｶﾄｳ ﾐﾄ                  ＪＳＳ北神戸 小学（4）106 28899

左脇　舞乙            ｻﾜｷ ﾏｵ                  ＪＳＳ北神戸 小学（5）107 28899

二家本成美            ﾆｶﾓﾄ ﾅﾙﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）108 28899

濱田　京花            ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）109 28899

笠原穂乃果            ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ                赤穂ＳＳ 中学（1）110 28910

内田　歩夢            ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ                神戸北町Vivo 小学（6）111 28914

横山　若奈            ﾖｺﾔﾏ ﾜｶﾅ                神戸北町Vivo 小学（6）112 28914

友重　智美            ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ               神戸北町Vivo 小学（6）113 28914

秋葉　結衣            ｱｷﾊﾞ ﾕｲ                 神戸北町Vivo 小学（4）114 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 小学（6）115 28914
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冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 関西学院高等 高校（2）1 28603

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 関西学院高等 高校（1）2 28603

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

内原　心海            ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ                塚口ＳＳ 中学（3）4 28805

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 塚口ＳＳ 中学（1）5 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（6）6 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 高校（1）7 28805

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 塚口ＳＳ 高校（1）8 28805

上島陽奈代            ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ                ＴＸ甲南山手 小学（6）9 28813

大井　瑚夏            ｵｵｲ ｺﾅﾂ                 ＴＸ甲南山手 小学（6）10 28813

植木　亜美            ｳｴｷ ｱﾐ                  ＴＸ甲南山手 小学（6）11 28813

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 中学（1）12 28814

浅尾萌々香            ｱｻｵ ﾓﾓｶ                 コナミ西宮 中学（1）13 28824

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 コナミ西宮 中学（3）14 28824

武内みなみ            ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ                コナミ西宮 中学（2）15 28824

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 コナミ西宮 小学（6）16 28824

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 大学（1）17 28824

信川　絢里            ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ               コナミ西宮 高校（2）18 28824

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 中学（2）19 28824

塩谷　奈菜            ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ                 コナミ明石 小学（5）20 28825

藤井　日菜            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ                 コナミ明石 中学（1）21 28825

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 中学（2）22 28825

武市　和夏            ﾀｹﾁ ﾅﾂ                  コナミ明石 小学（5）23 28825

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）24 28831

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）25 28835

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）26 28835

萩原　　凛            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                姫路ＳＳ 小学（5）27 28838

山根　麻琴            ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ                 姫路ＳＳ 中学（2）28 28838

大谷　理心            ｵｵﾀﾆ ﾘｺ                 姫路ＳＳ 中学（1）29 28838

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 中学（1）30 28838

岩宮　早織            ｲﾜﾐﾔ ｻｵﾘ                コナミ三田 小学（3）31 28860

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 高校（1）32 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（5）33 28860

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 中学（1）34 28865

岡本　和奈            ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ                 ＳＵＮ加西 小学（6）35 28866

梅田　遥可            ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ                ＳＵＮ加西 小学（4）36 28866

田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（4）37 28867

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 マック武庫川 中学（1）38 28881

中島　琉莉            ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ                マック武庫川 小学（4）39 28881

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 マック武庫川 中学（1）40 28881

藤本　千珠            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｽﾞ               高砂ＦＣ 小学（5）41 28886

北田一千咲            ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ                マック加古川 小学（4）42 28887

小東　あい            ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ                マック加古川 高校（1）43 28887

石倉　凪彩            ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ               マック加古川 小学（5）44 28887

花房樹咲里            ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ              マック加古川 小学（6）45 28887

大西　璃杏            ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ                マック加古川 小学（5）46 28887

髙山　瑠菜            ﾀｶﾔﾏ ﾙﾅ                 マック加古川 中学（1）47 28887

渡部　玲奈            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ                マック加古川 中学（2）48 28887

駒川　　零            ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ                マック加古川 小学（6）49 28887
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菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               マック加古川 中学（3）50 28887

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 マック加古川 高校（1）51 28887

渡邊せいら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ               マック加古川 小学（5）52 28887

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 小学（6）53 28888

大野　麗奈            ｵｵﾉ ﾚﾅ                  Aqスポレスト 小学（6）54 28888

国貞　愛佳            ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ               Aqスポレスト 小学（6）55 28888

鵜島あかり            ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ                Aqスポレスト 小学（5）56 28888

今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Aqスポレスト 小学（4）57 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Aqスポレスト 中学（1）58 28888

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（1）59 28888

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Aqスポレスト 中学（3）60 28888

野口　花音            ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ                Aqスポレスト 中学（2）61 28888

丸井　花音            ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ                 Aqスポレスト 中学（2）62 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Aqスポレスト 中学（1）63 28888

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（4）64 28898

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 中学（1）65 28898

加登　美翔            ｶﾄｳ ﾐﾄ                  ＪＳＳ北神戸 小学（4）66 28899

吉村　未来            ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ北神戸 中学（2）67 28899

中川　知優            ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ               赤穂ＳＳ 中学（2）68 28910

河村　　凜            ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ                 赤穂ＳＳ 中学（2）69 28910

横山　若奈            ﾖｺﾔﾏ ﾜｶﾅ                神戸北町Vivo 小学（6）70 28914

秋葉　結衣            ｱｷﾊﾞ ﾕｲ                 神戸北町Vivo 小学（4）71 28914

内田　歩夢            ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ                神戸北町Vivo 小学（6）72 28914

友重　智美            ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ               神戸北町Vivo 小学（6）73 28914

後藤ほなみ            ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ                神戸北町Vivo 小学（6）74 28914
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山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               関西学院高等 高校（2）1 28603

清水　　琳            ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ                 関西学院高等 高校（1）2 28603

西本　　怜            ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）4 28805

内原　心海            ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ                塚口ＳＳ 中学（3）5 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 中学（1）6 28805

大井　瑚夏            ｵｵｲ ｺﾅﾂ                 ＴＸ甲南山手 小学（6）7 28813

上島陽奈代            ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ                ＴＸ甲南山手 小学（6）8 28813

森山　未実            ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ                 コナミ東加古 中学（1）9 28814

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 中学（1）10 28822

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（5）11 28824

入江　綾音            ｲﾘｴ ｱﾔﾈ                 コナミ西宮 中学（3）12 28824

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 小学（6）13 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（5）14 28824

小林　優希            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ                コナミ西宮 小学（6）15 28824

横田　涼乃            ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ                コナミ西宮 高校（2）16 28824

浅尾萌々香            ｱｻｵ ﾓﾓｶ                 コナミ西宮 中学（1）17 28824

武内みなみ            ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ                コナミ西宮 中学（2）18 28824

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（3）19 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（3）20 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）21 28824

西野帆乃花            ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ                 コナミ西宮 小学（5）22 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（6）23 28824

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）24 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（5）25 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（5）26 28824

森髙　杏珠            ﾓﾘﾀｶ ｱﾝｼﾞｭ              コナミ西宮 小学（5）27 28824

信川　絢里            ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ               コナミ西宮 高校（2）28 28824

田中　　陽            ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ                 コナミ明石 中学（2）29 28825

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）30 28831

本村　珠希            ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）31 28835

雲田　里奈            ｸﾓﾀﾞ ﾘﾅ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）32 28835

大谷　理心            ｵｵﾀﾆ ﾘｺ                 姫路ＳＳ 中学（1）33 28838

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 中学（1）34 28838

山根　麻琴            ﾔﾏﾈ ﾏｺﾄ                 姫路ＳＳ 中学（2）35 28838

上田　幸歩            ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ                 コナミ三田 高校（1）36 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（5）37 28860

北本　悠那            ｷﾀﾓﾄ ﾕﾅ                 コナミ三田 小学（5）38 28860

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 中学（1）39 28865

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 中学（1）40 28866

長　　雛世            ｵｻ ﾋﾅｾ                  ＧＵＮＺＥ 中学（1）41 28867

髙山　瑠菜            ﾀｶﾔﾏ ﾙﾅ                 マック加古川 中学（1）42 28887

花房樹咲里            ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ              マック加古川 小学（6）43 28887

鵜島あかり            ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ                Aqスポレスト 小学（5）44 28888

野口　花音            ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ                Aqスポレスト 中学（2）45 28888

国貞　愛佳            ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ               Aqスポレスト 小学（6）46 28888

丸井　花音            ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ                 Aqスポレスト 中学（2）47 28888

堀江　成彩            ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ                 Aqスポレスト 中学（3）48 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Aqスポレスト 中学（1）49 28888
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女子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Aqスポレスト 中学（1）50 28888

西島　恵茉            ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ                佐用ＳＳ 中学（1）51 28898

左脇　舞乙            ｻﾜｷ ﾏｵ                  ＪＳＳ北神戸 小学（5）52 28899

吉村　未来            ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ北神戸 中学（2）53 28899

河村　　凜            ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ                 赤穂ＳＳ 中学（2）54 28910

中川　知優            ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ               赤穂ＳＳ 中学（2）55 28910

30/44 ページ2018年11月7日 21:55:39



女子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

山形紗陽香            ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ               関西学院高等 高校（2）1 28603

上村　聖奈            ｳｴﾑﾗ ｾﾅ                 塚口ＳＳ 中学（3）2 28805

小倉　悠愛            ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ                 塚口ＳＳ 中学（1）3 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 高校（1）4 28805

上田　華蓮            ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ                塚口ＳＳ 中学（1）5 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（3）6 28805

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 塚口ＳＳ 高校（1）7 28805

竹口　友菜            ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ                姫路スポーツ 中学（1）8 28822

井ノ上菜々華          ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ                コナミ西宮 中学（3）9 28824

横田　涼乃            ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ                コナミ西宮 高校（2）10 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（3）11 28824

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 高校（2）12 28838

大谷　理心            ｵｵﾀﾆ ﾘｺ                 姫路ＳＳ 中学（1）13 28838

岡田　彩来            ｵｶﾀﾞ ｱｲﾗ                姫路ＳＳ 中学（1）14 28838

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 中学（2）15 28838

深澤　寿心            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ               尼崎市スポ振 中学（1）16 28865

野口　花音            ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ                Aqスポレスト 中学（2）17 28888

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Aqスポレスト 中学（1）18 28888

今林　柚葉            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ             Aqスポレスト 中学（1）19 28888

吉村　未来            ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ                 ＪＳＳ北神戸 中学（2）20 28899

笠原穂乃果            ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ                赤穂ＳＳ 中学（1）21 28910

中川　知優            ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ               赤穂ＳＳ 中学（2）22 28910
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横田　涼乃            ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ                コナミ西宮 高校（2）1 28824

梶野　千紗            ｶｼﾞﾉ ﾁｻ                 コナミ西宮 高校（3）2 28824

石田十季子            ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ                ＫＴＶ垂水 高校（2）3 28831

鳳山みのり            ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ                姫路ＳＳ 中学（2）4 28838

本田　万葉            ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ                 姫路ＳＳ 高校（2）5 28838
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廣瀬　純子            ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ               塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

伊藤　凜奈            ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

青野　来美            ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                 塚口ＳＳ 小学（3）3 28805

諸角満里亜            ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ               塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

宮﨑陽菜乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               コナミ東加古 小学（4）5 28814

安田　琉月            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 小学（3）6 28814

井澤　千明            ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ                コナミ東加古 小学（3）7 28814

木南　花音            ｷﾅﾐ ｶﾉﾝ                 姫路スポーツ 小学（6）8 28822

土井　菜月            ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ                 姫路スポーツ 小学（3）9 28822

前田　　星            ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳ                コナミ西宮 小学（3）10 28824

中路　歩莉            ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ                コナミ西宮 小学（5）11 28824

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                 コナミ西宮 小学（4）12 28824

西野帆乃花            ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ                 コナミ西宮 小学（5）13 28824

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）14 28824

大岡　実桜            ｵｵｵｶ ﾐｵ                 コナミ明石 小学（4）15 28825

園山　莉菜            ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ                 コナミ明石 小学（4）16 28825

髙沢　恵菜            ﾀｶｻﾜ ｴﾅ                 コナミ明石 小学（4）17 28825

大﨑　咲良            ｵｵｻｷ ｻｸﾗ                コナミ三田 小学（3）18 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 小学（4）19 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（4）20 28860

水谷　梓愛            ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽﾞﾅ              コナミ三田 小学（3）21 28860

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 中学（3）22 28865

川野　愛弥            ｶﾜﾉ ｱﾐ                  ＳＵＮ加西 高校（1）23 28866

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（3）24 28872

林　　桜子            ﾊﾔｼ ｻｸﾗｺ                ＳＵＮ網干 小学（6）25 28872

松本　尚子            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ                マック武庫川 中学（1）26 28881

神野　　咲            ｶﾐﾉ ｻｷ                  こうでら 小学（6）27 28883

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 マック加古川 小学（4）28 28887

駒川　　零            ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ                マック加古川 小学（6）29 28887

阪東　瑠依            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾙｲ               佐用ＳＳ 中学（1）30 28898

秋葉　結衣            ｱｷﾊﾞ ﾕｲ                 神戸北町Vivo 小学（4）31 28914
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兵庫地域Ａ・ＡＡ級大会

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 高校（1）1 28805

伊藤　凜奈            ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（6）2 28805

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 中学（2）3 28824

美藤　麻衣            ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ                 ＫＴＶ垂水 高校（1）4 28831

貴島風海香            ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）5 28835

北本　悠那            ｷﾀﾓﾄ ﾕﾅ                 コナミ三田 小学（5）6 28860

小縣　愛華            ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                尼崎市スポ振 中学（3）7 28865

川野　愛弥            ｶﾜﾉ ｱﾐ                  ＳＵＮ加西 高校（1）8 28866

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 中学（1）9 28866

中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               マック武庫川 高校（1）10 28881

松本　尚子            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ                マック武庫川 中学（1）11 28881

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（1）12 28888

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 Aqスポレスト 中学（1）13 28888

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 小学（6）14 28888

二家本成美            ﾆｶﾓﾄ ﾅﾙﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）15 28899

濱田　京花            ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）16 28899
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伊藤　凜奈            ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ                 塚口ＳＳ 小学（6）1 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 中学（1）2 28805

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 中学（1）3 28866

川野　愛弥            ｶﾜﾉ ｱﾐ                  ＳＵＮ加西 高校（1）4 28866

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 中学（3）5 28872

中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               マック武庫川 高校（1）6 28881

樋口　実紅            ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                 Aqスポレスト 中学（1）7 28888
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廣瀬　純子            ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ               塚口ＳＳ 小学（3）1 28805

青野　来美            ｱｵﾉ ｸﾙﾐ                 塚口ＳＳ 小学（3）2 28805

皐月　　静            ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ                塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（6）4 28805

山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）5 28805

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ                 コナミ東加古 小学（4）6 28814

安田　琉月            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 コナミ東加古 小学（3）7 28814

東　　　歩            ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ                コナミ東加古 小学（4）8 28814

土井　菜月            ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ                 姫路スポーツ 小学（3）9 28822

森髙　杏珠            ﾓﾘﾀｶ ｱﾝｼﾞｭ              コナミ西宮 小学（5）10 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）11 28824

坂本　紗依            ｻｶﾓﾄ ｻｴ                 コナミ西宮 小学（4）12 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（5）13 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（3）14 28824

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 コナミ西宮 小学（6）15 28824

小林　優希            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ                コナミ西宮 小学（6）16 28824

大岡　実桜            ｵｵｵｶ ﾐｵ                 コナミ明石 小学（4）17 28825

園山　莉菜            ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ                 コナミ明石 小学（4）18 28825

片山　咲花            ｶﾀﾔﾏ ｻｷｶ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）19 28835

松本　　涼            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）20 28835

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（6）21 28838

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（5）22 28860

塚原　　楽            ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                 ＳＵＮ網干 小学（3）23 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 小学（6）24 28872

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 中学（2）25 28881

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（5）26 28883

寺尾　若葉            ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ                佐用ＳＳ 小学（6）27 28898

金山　結美            ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）28 28899

阪本　望帆            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 神戸北町Vivo 小学（5）29 28914
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川本　悠乃            ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾉ                関西学院高等 高校（1）1 28603

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（1）2 28805

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 塚口ＳＳ 中学（3）3 28805

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 コナミ東加古 小学（6）4 28814

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（3）5 28824

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                コナミ西宮 中学（2）6 28824

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（5）7 28824

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 高校（2）8 28824

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 高校（2）9 28824

坂本　麻衣            ｻｶﾓﾄ ﾏｲ                 コナミ西宮 小学（6）10 28824

小林　優希            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ                コナミ西宮 小学（6）11 28824

松本　　涼            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）12 28835

橋本　桃香            ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ                姫路ＳＳ 小学（6）13 28838

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（5）14 28860

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 高校（2）15 28860

西畑　秋甫            ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ                尼崎市スポ振 中学（2）16 28865

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 中学（2）17 28881

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（5）18 28883

長谷川結衣            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ                Aqスポレスト 中学（2）19 28888

寺尾　若葉            ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ                佐用ＳＳ 小学（6）20 28898

金山　結美            ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）21 28899

平野　美羽            ﾋﾗﾉ ﾐｳ                  ＪＳＳ北神戸 小学（3）22 28899

土谷　咲弥            ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ                 赤穂ＳＳ 中学（1）23 28910

阪本　望帆            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 神戸北町Vivo 小学（5）24 28914

内田　歩夢            ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ                神戸北町Vivo 小学（6）25 28914
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小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（1）2 28805

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 中学（1）3 28824

松村　もえ            ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ                 コナミ西宮 中学（3）4 28824

高橋　真尋            ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ                コナミ西宮 高校（2）5 28824

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 高校（2）6 28824

松本　　涼            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）7 28835

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ                 コナミ三田 高校（2）8 28860

西畑　秋甫            ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ                尼崎市スポ振 中学（2）9 28865

長谷川結衣            ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ                Aqスポレスト 中学（2）10 28888

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Aqスポレスト 中学（1）11 28888

土谷　咲弥            ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ                 赤穂ＳＳ 中学（1）12 28910
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山口　美怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ               塚口ＳＳ 小学（6）1 28805

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 高校（2）2 28805

山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（3）3 28805

吉光　彩矢            ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ                 塚口ＳＳ 小学（6）4 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（6）5 28805

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（4）6 28805

西留　杏美            ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ               塚口ＳＳ 小学（5）7 28805

諸角満里亜            ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ               塚口ＳＳ 小学（4）8 28805

皐月　　静            ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ                塚口ＳＳ 小学（4）9 28805

足立　　奏            ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ               ＴＸ甲南山手 小学（2）10 28813

宮﨑陽菜乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               コナミ東加古 小学（4）11 28814

井澤　千明            ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ                コナミ東加古 小学（3）12 28814

戸田菜々美            ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 小学（3）13 28814

土井　菜月            ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ                 姫路スポーツ 小学（3）14 28822

山戸　優佳            ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                 コナミ西宮 小学（4）15 28824

高濵　瑞紀            ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ               コナミ西宮 小学（4）16 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（4）17 28824

坂本　紗依            ｻｶﾓﾄ ｻｴ                 コナミ西宮 小学（4）18 28824

大窪　ゆい            ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ                コナミ西宮 小学（3）19 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（3）20 28824

澤地　　玲            ｻﾜｼﾞ ﾚｲ                 コナミ西宮 小学（5）21 28824

井ノ上萌々華          ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ                コナミ西宮 小学（6）22 28824

武市彩緒里            ﾀｹﾁ ｲｵﾘ                 コナミ明石 小学（3）23 28825

髙沢　恵菜            ﾀｶｻﾜ ｴﾅ                 コナミ明石 小学（4）24 28825

渡邉　美日            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾊﾙ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）25 28835

大橋　鈴羅            ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）26 28835

田中　陽乃            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ                 姫路ＳＳ 小学（3）27 28838

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 中学（2）28 28838

柴原　一菜            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾅ                姫路ＳＳ 小学（5）29 28838

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                 コナミ三田 小学（2）30 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（4）31 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（4）32 28860

原　櫻里杏            ﾊﾗ ｻﾘｱ                  尼崎市スポ振 小学（4）33 28865

笠川　紗里            ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ                ＳＵＮ加西 小学（4）34 28866

岡本　瑞生            ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ               ＳＵＮ加西 小学（4）35 28866

住田　乙姫            ｽﾐﾀﾞ ｲﾂｷ                ＳＵＮ加西 小学（3）36 28866

荒本　美佑            ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）37 28867

田中　妃織            ﾀﾅｶ ﾋｵﾘ                 ＧＵＮＺＥ 小学（4）38 28867

西雄　愛莉            ﾆｼｵ ｱｲﾘ                 ＳＵＮ網干 中学（1）39 28872

溝端　友美            ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ              ＳＵＮ網干 小学（6）40 28872

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  マック武庫川 中学（2）41 28881

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（6）42 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（6）43 28883

池間　奏和            ｲｹﾏ ｻﾜ                  高砂ＦＣ 小学（6）44 28886

戸田　美来            ﾄﾀﾞ ﾐｸﾙ                 高砂ＦＣ 小学（6）45 28886

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                マック加古川 中学（2）46 28887

森田　莉子            ﾓﾘﾀ ﾘｺ                  マック加古川 小学（5）47 28887

有馬　鈴葉            ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ                マック加古川 高校（2）48 28887

曲本　茉央            ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）49 28899
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山村　真未            ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ                 塚口ＳＳ 高校（3）1 28805

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 中学（1）2 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 高校（1）3 28805

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 高校（1）4 28805

岩崎　文音            ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ                塚口ＳＳ 高校（2）5 28805

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 コナミ東加古 小学（6）6 28814

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 中学（1）7 28822

山岡　千紋            ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ                コナミ西宮 大学（1）8 28824

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 中学（2）9 28824

武市　和夏            ﾀｹﾁ ﾅﾂ                  コナミ明石 小学（5）10 28825

塩谷　奈菜            ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ                 コナミ明石 小学（5）11 28825

大橋　鈴羅            ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（3）12 28835

片山　珠里            ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ               ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（2）13 28835

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）14 28835

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 中学（2）15 28838

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 コナミ三田 中学（3）16 28860

笠川　紗里            ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ                ＳＵＮ加西 小学（4）17 28866

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 高校（2）18 28872

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 マック武庫川 中学（1）19 28881

林　　舞桜            ﾊﾔｼ ﾏｵ                  こうでら 小学（6）20 28883

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（5）21 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（6）22 28883

藤本　彩花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ               マック加古川 小学（6）23 28887

松下　茜音            ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ                マック加古川 中学（2）24 28887

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 Aqスポレスト 中学（1）25 28888

大野　麗奈            ｵｵﾉ ﾚﾅ                  Aqスポレスト 小学（6）26 28888

曲本　茉央            ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ                ＪＳＳ北神戸 小学（3）27 28899
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黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 中学（1）1 28822

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 コナミ西宮 中学（2）2 28824

西雄　愛莉            ﾆｼｵ ｱｲﾘ                 ＳＵＮ網干 中学（1）3 28872

児島　弥優            ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 中学（3）4 28872

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 高校（2）5 28872
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川本　悠乃            ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾉ                関西学院高等 高校（1）1 28603

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（4）2 28805

諸角満里亜            ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ               塚口ＳＳ 小学（4）3 28805

山口　純怜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ               塚口ＳＳ 小学（4）4 28805

石橋　未望            ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ                塚口ＳＳ 小学（6）5 28805

小阪　愛音            ｺｻｶ ｱﾏﾈ                 塚口ＳＳ 中学（3）6 28805

西本　　怜            ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 高校（1）7 28805

中野　陽菜            ﾅｶﾉ ﾋﾅ                  塚口ＳＳ 中学（1）8 28805

戸田菜々美            ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ                 コナミ東加古 小学（3）9 28814

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ                 コナミ東加古 小学（4）10 28814

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 コナミ東加古 小学（6）11 28814

木南　花音            ｷﾅﾐ ｶﾉﾝ                 姫路スポーツ 小学（6）12 28822

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                 コナミ西宮 小学（4）13 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 中学（1）14 28824

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                コナミ西宮 中学（2）15 28824

森脇　素羽            ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ                 コナミ西宮 小学（6）16 28824

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 高校（2）17 28824

尾﨑　江子            ｵｻｷ ｴｺ                  コナミ西宮 小学（5）18 28824

高濵　瑞紀            ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ               コナミ西宮 小学（4）19 28824

山戸　優佳            ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ                 コナミ西宮 小学（4）20 28824

勝部　美里            ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ                コナミ西宮 小学（4）21 28824

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 小学（6）22 28824

正木　咲愛            ﾏｻｷ ｻｸﾗ                 コナミ西宮 小学（4）23 28824

大窪　ゆい            ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ                コナミ西宮 小学（3）24 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（3）25 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（3）26 28824

武市彩緒里            ﾀｹﾁ ｲｵﾘ                 コナミ明石 小学（3）27 28825

髙沢　恵菜            ﾀｶｻﾜ ｴﾅ                 コナミ明石 小学（4）28 28825

梅﨑　　華            ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ                ＫＴＶ垂水 小学（5）29 28831

桝田　夕葵            ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（1）30 28835

本村　珠希            ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂｷ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）31 28835

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学（1）32 28835

柴原　一菜            ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾅ                姫路ＳＳ 小学（5）33 28838

船本　泉陽            ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾊﾙ                姫路ＳＳ 中学（2）34 28838

岩井　楓佳            ｲﾜｲ ﾌｳｶ                 姫路ＳＳ 小学（4）35 28838

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（4）36 28860

北本　　樹            ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ                コナミ三田 小学（3）37 28860

北本　悠那            ｷﾀﾓﾄ ﾕﾅ                 コナミ三田 小学（5）38 28860

大﨑　咲良            ｵｵｻｷ ｻｸﾗ                コナミ三田 小学（3）39 28860

岩宮　早織            ｲﾜﾐﾔ ｻｵﾘ                コナミ三田 小学（3）40 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（5）41 28860

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（5）42 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 小学（4）43 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 小学（4）44 28860

下地　真秀            ｼﾓｼﾞ ﾏﾎ                 コナミ三田 小学（4）45 28860

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                 コナミ三田 小学（2）46 28860

岡本　和奈            ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ                 ＳＵＮ加西 小学（6）47 28866

住田　乙姫            ｽﾐﾀﾞ ｲﾂｷ                ＳＵＮ加西 小学（3）48 28866

梅田　遥可            ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ                ＳＵＮ加西 小学（4）49 28866
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荒本　美佑            ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ                ＧＵＮＺＥ 小学（4）50 28867

塚原　　楽            ﾂｶﾊﾗ ｻｻ                 ＳＵＮ網干 小学（3）51 28872

天川　心結            ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ                 ＳＵＮ網干 小学（3）52 28872

福田　萌乃            ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ                ＳＵＮ網干 高校（2）53 28872

浅見　優希            ｱｻﾐ ﾕｳｷ                 ＳＵＮ網干 小学（3）54 28872

宮野　　心            ﾐﾔﾉ ｺｺﾛ                 ＳＵＮ網干 小学（6）55 28872

中島　琉莉            ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ                マック武庫川 小学（4）56 28881

岡田　彩那            ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ                こうでら 小学（5）57 28883

木下　結愛            ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ                こうでら 小学（6）58 28883

渡邊せいら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ               マック加古川 小学（5）59 28887

北田一千咲            ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ                マック加古川 小学（4）60 28887

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 マック加古川 小学（4）61 28887

大西　璃杏            ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ                マック加古川 小学（5）62 28887

石倉　凪彩            ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ               マック加古川 小学（5）63 28887

駒川　　零            ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ                マック加古川 小学（6）64 28887

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 マック加古川 高校（1）65 28887

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               マック加古川 中学（3）66 28887

藤本　彩花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ               マック加古川 小学（6）67 28887

有馬　鈴葉            ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ                マック加古川 高校（2）68 28887

小東　あい            ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ                マック加古川 高校（1）69 28887

森田　莉子            ﾓﾘﾀ ﾘｺ                  マック加古川 小学（5）70 28887

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Aqスポレスト 中学（1）71 28888

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 Aqスポレスト 中学（1）72 28888

大野　麗奈            ｵｵﾉ ﾚﾅ                  Aqスポレスト 小学（6）73 28888

国貞　愛佳            ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ               Aqスポレスト 小学（6）74 28888

今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Aqスポレスト 小学（4）75 28888

鵜島あかり            ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ                Aqスポレスト 小学（5）76 28888

片山　美空            ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ                 Aqスポレスト 小学（6）77 28888

寺尾　若葉            ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ                佐用ＳＳ 小学（6）78 28898

寺尾　来実            ﾃﾗｵ ｸﾙﾐ                 佐用ＳＳ 小学（4）79 28898

西田実沙紀            ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ                佐用ＳＳ 小学（4）80 28898

濱田　京花            ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ               ＪＳＳ北神戸 小学（4）81 28899

加登　美翔            ｶﾄｳ ﾐﾄ                  ＪＳＳ北神戸 小学（4）82 28899

左脇　舞乙            ｻﾜｷ ﾏｵ                  ＪＳＳ北神戸 小学（5）83 28899

二家本成美            ﾆｶﾓﾄ ﾅﾙﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）84 28899

金山　結美            ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                ＪＳＳ北神戸 小学（6）85 28899

土谷　咲弥            ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ                 赤穂ＳＳ 中学（1）86 28910

阪本　望帆            ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ                 神戸北町Vivo 小学（5）87 28914
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西本　　怜            ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ                 塚口ＳＳ 高校（1）1 28805

雲田　里奈            ｸﾓﾀﾞ ﾘﾅ                 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校（2）2 28835

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 コナミ三田 中学（3）3 28860

有馬　鈴葉            ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ                マック加古川 高校（2）4 28887

藤井　咲衣            ﾌｼﾞｲ ｻｴ                 マック加古川 高校（1）5 28887

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Aqスポレスト 中学（1）6 28888
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