
学校番号 学校名 監督 選手 No.1 選手 No.2 選手 No.3 選手 No.4 選手 No.5

101 関学 前 雅和 二瓶 真帆③ 川辺 夏緒③ 阪本 彩夏③ 坂本 瑞季③ 島 凜花②

103 仁川 中田 可奈子 辻 茉奈果③ 赤井 見帆③ 荻野 真由③ 岩村 春奈② 田中 瀬梨奈②

105 女学院 藤川 晶子 楠井 佐也佳③ 田川 優希③ 小嶋 優希③ 森本 早紀③ 新井 優里③

106 武庫川大附 橋本 泰秀 山中 悠芽② 村田 実優② 松岡 夏生① 北村 真央② 梛野 愛莉①

108 西宮南 髙見 勇也 菊地 歩香③ 長谷川 未來③ 荒木 聖羅② 田村 涼菜③ 宮地 優佳③

109 西宮東 相根 玲子 牧野 礼奈③ 佐藤 里帆③ 近藤 鈴夏③ 植松 萌③ 藤岡 知里③

111 西宮今津 土岐 舞子 石毛 結衣③ 小林 楓② 田原 琴美③ 山部 温花③ 森岡 結衣③

112 県西宮 岡本 潤一 岡田 友花③ 森 昭子③ 前羽 海南③ 池淵 優衣② 牛込 みのり③

113 市西宮 大西 明文 西 真由③ 松持 知花③ 藤村 萌香③ 三浦 佳織③ 高野 琴音③

114 鳴尾 白石 清 濱口 芽依③ 米田 瑞希③ 小嶋 美結③ 矢野 可梨③ 原 愛葵③

115 園田 大塚 菜津美 中村 藍③ 吉田 梨真③ 森下 杏② 澤井 梨奈③ 竹本 咲月③

116 尼崎北 尾﨑 照久 猪田 帆華③ 長谷川 杏奈② 加藤 凜③ 原田 奈々③ 岡山 彩乃②

117 尼崎稲園 中澤 浩明 寺井 菜々美② 伊東 優芽③ 粽 夏海③ 長谷川 愛② 矢井 月渚③

120 芦屋学園 大森 敏 政本 結菜③ 戸田 惟③ 濱口 果蓮③ 柴野 香乃佳② 渡部 真央②

121 県国際 今村 高士 渡辺 こころ③ 髙橋 樹里③ 矢野 はつみ③ 小森田 菫② 中口 莉望③

122 芦屋 絹田 啓人 高田 莉瑠② 泉 ひなの③ 入江 帆香③ 西村 真帆② 髙岡 夢乃③

124 県伊丹 乾 充広 松本 紗直③ 須賀 菜月③ 尾畠 琴真③ 森本 心晴③ 松岡 歩希③

125 市伊丹 八木 尚志 岸上 瑞希③ 大槻 花音③ 宮脇 はな③ 安國 真生③ 亀山 真穂②

126 伊丹北 松井 千寿子 中西 南奈瀬③ 島田 優加③ 高原 若葉③ 前嶋 ひなた③ 鴻池 桃衣②

127 伊丹西 菅原 潤哉 山﨑 爽楽③ 寺田 絢羽③ 宅野 英③ 岡本 未央③ 横山 叶羽③

128 雲雀丘 井本 俊樹 安川 美緒菜③ 國瀧 桜希③ 槇原 未桜② 川口 芽依③ 海端 茉奈③

130 宝塚 田中 祐太 米原 茉奈③ 矢来 杏花里③ 三浦 藍③ 直本 彩那③ 岩上 茉鈴③

132 宝塚西 福嶋 佑弥 榎本 輝莉③ 森口 ヒカル③ 真辺 心美② 石橋 杏優③ 倉本 莉乎③

133 宝塚北 中川 雅裕 畠中 望結③ 梅田 千尋③ 村上 夏美③ 木南 琴葉③ 藤村 朱里③

134 川西明峰 青山 友基 小野 香澄③ 高橋 愛実② 乾 初菜② 竹越 帆海③ 吉井 杏里②

135 川西緑台 大谷 智子 是繁 花帆③ 是繁 里帆③ 辻 歩優花③ 神田 ゆりあ③ 丹波 結月③

136 川西北陵 森田 和樹 服部 奏葉③ 關 杏璃③ 岩井 優那③ 髙井 七星③ 東谷 優希②

137 猪名川 藤川 泰輔 小林 誇麦③ 玉井 実来③ 堀口 晴菜② 折野 心優③ 野﨑 百花③

203 葺合 高野 剛彦 稲富 奏樂③ 斉藤 なずな③ 中村 柚七③ 原井 悠浬① 横田 美羽②

205 松蔭 若木 浩幸 名田 ななみ③ 井上 美羽② 小西 梨亜③ 赤土 葉音③ 堂下 穂佳③

206 神戸 片山 貴夫 田中 麻友③ 井本 野希③ 石井 碧葉③ 原田 美貴② 和泉 紗姫②

208 甲南女 神田 直丈 濱本 果穂② 戸来 樹咲① 伊藤 亜衣② 大﨑 暖々花② 赤松 奏音②

209 御影 笠田 卓哉 宮本 夢③ 平原 美和③ 浅野 柚乃③ 村田 葵③ 良津 真芳②

213 長田 益田 佳代子 戸野本 彩③ 深井 優音③ 門脇 真歩③ 山岸 真奈③ 中西 みつき③

214 星陵 荒木 勝一郎 岡田 莉奈③ 中野 鈴菜③ 大日向 春風③ 藤原 彩音③ 船橋 美里③

215 兵庫 安永 直人 峯松 明日香③ 矢野 李沙子③ 竹中 志香③ 黒川 愛莉③ 吉田 美千瑠③

217 啓明 寺谷 真一 市川 結菜② 浅野 空碧② 髙田 瑞季② スタンバーグ 紗々③ 香山 七海②



218 北須磨 渡部 知也 江見 有里菜③ 梅木 遥③ 平野 由彩③ 佐々木 花菜③ 廣田 智音③

220 須磨友が丘 末延 武司 安保 仁美② 飯田 真帆② 森 あんじ② 永井 耀② 逆井 璃音②

223 滝川第二 川崎 真央 詫間 柚菜② 小野田 朱里② 杓谷 菜摘② 船橋 朱里② 藤本 陽奈子②

227 伊川谷北 山城 泉 瀬戸根 愛玲③ 寺沢 里紗③ 末松 柚希② 小河 美結③ 辻 水癒菜②

228 神戸野田 脇阪 昇 山上 菜花③ 髙橋 美貴① 相澤 早紀① 中島 伊吹① 田路 万夏①

231 三田 勝本 浩平 上内 彩乃③ 吉中 萌優③ 原田 璃子② 村越 環奈① 大橋 春香②

232 北摂三田 木南 林太郎 吉岡 亜祐美③ 山部 未優菜③ 鴨田 夏希② 山下 陽菜③ 麹谷 夏海③

246 須磨翔風 黒田 理恵子 辻 結妃② 為村 陽奈多③ 間瀬 灯② 一瀬 陽菜③ 津田 紅葉③

249 三田祥雲館 土谷 久美 横峯 菜々③ 荒木 伶菜③ 寺﨑 美幸③ 八島 和奏② 武田 桃果②

252 須磨学園 吉田 泰明 石倉 愛沙奈② 城尾 日和② 塩谷 菜央③ 坂井 心優③ 髙垣 美里①

254 須磨ノ浦 須藤 嘉文 久語 美紀③ 大西 心③ 宮田 愛実③ 高橋 里奈③ 小林 雅②

263 舞子 原 未帆 中谷 琉楓② 木村 遥奈③ 辻口 陽菜多③ 豊田 結衣③ 松尾 希美③

265 常盤 栗栖 誠 加藤 美怜③ 芝 琴音② 谷川 心優③ 長田 倫③ 岡本 優奈③

268 神大中等 安田 和宏 山本 沙和③ 田窪 桃花③ 平野 冬奈② 梅田 恭圭③ 森元 万結①

301 賢明 守田 悠紀 寺井 萌華③ 山田 愛蘭① 大森 美来② 春日 ましろ② 栗山 夏帆③

302 姫路東 山田 裕美 簑島 朋華③ 中島 綾香③ 田口 美羽② 大畑 菜々実② 安本 由奈②

303 姫路西 井上 智裕 川端 麻鈴② 大谷 果暖③ 見藤 夏星③ 松嶋 羽咲③ 西川 莉乃③

305 龍野 松田 好生 谷口 鈴夏③ 白井 咲衣② 髙本 麻央② 小南 愛来③ 水越 菜月②

306 福崎 山田 菜々子 藤尾 萌永③ 井上 教恵③ 高井 凪乃③ 岡田 麻那③ 藤田 紗③

308 赤穂 福原 五起 小林 新奈③ 鈴木 佐知③ 田中 唯月③ 森 心音③ 加藤 萌花②

309 姫路飾西 井上 伊都子 松本 結衣③ 松本 華凜③ 神名 七海③ 山口 真歩③ 福永 千紗②

313 加古川北 門田 聖五 富田 理心② 村上 舞優③ 弘永 あす美② 河野 彩花③ 平井 美空③

314 明石 塩谷 裕司 脇元 哉萌③ 野口 鈴夏③ 西 菜花③ 北山 琴美③ 田中 和果葉③

316 明石城西 上河 稔 小坂 優衣③ 池元 蒼③ 増田 啓乃③ 大林 萌乃佳③ 黒坂 真衣③

333 県立大附 那須 健治 岡野 憩③ 西岡 葵③ 橋本 侑依③ 長濱 彩華② 平岡 桃②

334 龍野北 吉永 江利 三宅 里歩② 大久 麗音奈③ 蔡 姫奈③ 近藤 陸美② 宮崎 悠衣②

337 神崎 岨 彩香 中村 真紘② 尾上 奈穂② 有本 真旺② 寺西 奈生② 難波 ゆら②

340 相生学院 丸尾 幸弘 里 菜央② 小畑 コトリ③ 小野 カトリーヌ瑞侑③ 田島 楓② 朝倉 優奈①

342 香寺 西井 隆 篠原 愛莉③ 植村 綾音③ 髙橋 しほり③ 中塚 希歩③ 長谷川 瑠奈③

405 洲本 多田 裕助 井上 真心③ 濱端 彩乃③ 早田 愛② 冨本 陽菜② 山本 結愛②

451 豊岡 山田 賢一 高田 結生③ 原田 寿々和③ 齊藤 明日香③ 竹垣 彩音③ 竹野 美海③


