
団体番号 所属略 監督 no1 no2 no3 no4 no5 no6 no7 no8 no9

101 関学 原田 匠 古西 雄翔② 小夏 秀太① 石野 大晴② 幣 慎之介② 師岡 響渡② 福家 璃音② 坂ノ上 空蒼② 津﨑 優① 高橋 瞭太①

102 甲陽 谷 晋一郎 若園 太門① 山村 健将② 沖垣 綾人② 豊饒 翔貴② 西岡 祐俐② 中村 耕太郎② 久保 輝流② 村田 空悟① 新名 凱斗①

103 仁川 若松 慶実 鍵井 我空② 藤本 楓汰① 水口 駿介② 日出 翼②

104 報徳 桂川 大助 若生 瑠偉② 佐藤 葵依② 小林 玄弥② 平尾 爽真② 要津 太一① 大山 晃徳① 目堅 陽貴① 角至 佳悟① 加藤 諒②

108 西宮南 原 渚 山中 詩音② 野口 颯一② 池田 逸人② 比企 真太郎② 吉村 凛士郎② 田村 望② 吉井 大揮② 成松 大騎② 岸田 士門①

109 西宮東 追矢 弘幸 山名 陽心② 谷口 碧② 松尾 陵平② 小堀 滉太② 中村 成汰② 西森 真優人② 森 真裕② 山下 哲平② 植 士竜②

110 西宮北 中 昭文 土屋 龍生② 堀川 稜太② 馬越 優樹② 和泉 紘平① 野上 倖平① 今井 佑哉① 坂田 大河① 塚元 裕季① 前本 恭吾①

111 西宮今津 大嶋 洋平 服部 隆之輔② 榊原 大晴② 小西 悠斗② 田中 颯一郎② 中畑 誠② 山本 有耀② 山崎 陽南太② 橋本 虎汰郎②

112 県西宮 井上 壮広 岡田 俊輔② 馬場 悠瑛② 原 慶汰郎① 榎本 晴成② 中口 世和② 鶴丸 晃大② 坂野 吏紀① 野田 真弘① 金 裕永①

113 市西宮 土屋 輝真 加藤 宙士② 野田 和希② 川野 理旺② 岸田 翔太① 大塚 慈侑① 松井 建人② 石黒 泰生② 小川 優太① 北村 悠真①

114 鳴尾 出水 秀明 髙橋 貫② 後藤 巧晟② 小島 颯真② 大家 和磨② 有野 智遥② 丸井 陽平② 浮田 拓海②

116 尼崎北 池田 龍司 今井 圭人② 武村 悠叶② 小谷 太遥① 西中 孝良① 久我 一聡② 橋本 陽葵① 中田 昂希① 建石 大晴① 松本 成①

117 尼崎稲園 坪田 毅 南條 匠② 高木 光太郎② 小川 拓斗② 下浦 航斗② 中山 信斗② 鈴木 秀太② 藤川 歩大② 谷本 壮汰② 杉本 悠真①

118 武庫荘総合 河邉 文哉 海賀 太智② 中野 悠陽① 下江 楓月① 迫 爽①

119 甲南 福井 隆之 山本 架衣② 松田 晴琉② 山根 大河② 丸尾 篤矢② 岸本 一真① 壷内 寿之輔② 松木 優翔② 田中 達也① 一宮 大悟①

121 県国際 田名瀬 寛史 花木 優春② 柳田 留依② 森田 健誠② 馬場 千寿② 原田 楓①

122 芦屋 木村 健志 佐伯 禎亮② 安福 亮輔① 新開 大斗② 坂野 正直② 金光 倫暉① 中野 修一朗① 佐久間 凌太① 志知 右郷① 奥宮 大樹①

124 県伊丹 山内 淳史 本母 真大② 繁田 和貴② 増田 圭吾② 岡村 亮治② 川北 龍之介② 小島 大雅② 降矢 和磨① 平川 愛弥② 川田 寛人①

125 市伊丹 倉垣 裕太 廣瀬 由弥② 逸見 優輝② 濵田 瑛大② 三木 琉偉① 藤田 遥士① 柳瀬 大翔① 森尾 信也① 蓮井 望亜① 麻田 絆②

127 伊丹西 藤原 智康 石田 直輝② 中西 優也② 日髙 一輝② 玉川 晧① 岸本 和真① 榎本 膳① 登田 訊英① 中野 玉己① 小口 蓮①

128 雲雀丘 前田 宏太郎 前川 悠① 伊藤 小太朗② 山口 俊介② 神田 陸翔① 尾崎 孝樹② 松嶋 紘平② 森岡 健太② 田村 龍之祐② 今井 七②

130 宝塚 秦 隼輔 中地 悠① 丸山 泰誠② 豊田 柊也② 古家 悠希② 片岡 大智② 片山 凌② 二ッ谷 強志① 根本 彬良① 秋穂 颯馬①

131 宝塚東 松田 直樹 馬場 俊成② 川条 陸和① 大西 亨汰① 濱田 晃汰② 福田 海斗① 中西 直輝② 住田 大輝① 大塚 柊二①

132 宝塚西 桂 広 江頭 奏太② 土井 裕貴② 岩泉 勇輝② 玉井 琢磨① 上野 颯太② 眞辺 優哉② 川口 陽叶② 秋山 航司郎② 金築 佳吾①

133 宝塚北 馬場 浩史 上垣 凜多郎① 寺坂 康毅② 吉田 知輝② 竹川 隼人① 布村 晄太郎① 河合 惺也① 井元 佑誠① 田畑 周兼① 田中 敦也①

134 川西明峰 大津 優一 採澤 慶② 採澤 蓮② 丸山 勝也② 徳重 裕② 森永 涼矢② 床櫻 昴士郎① 濱﨑 陸斗② 川北 七輝② 田中 雄大②

135 川西緑台 大川 大 西巻 亮平② 梅崎 悠② 佐藤 智也② 服部 純士② 青木 翔大② 櫻井 陽向② 伊丹 陽兜① 木村 優太② 横山 天馬②

136 川西北陵 谷村 和彦 熊倉 昇吾② 浅田 祥揮② 中寺 祐人② 中邨 直② 松下 響① 松田 毅男① 天野 一柊① 林 省吾② 立花 稜斗①

137 猪名川 宮本 崇宏 浅井 優熙② 金森 達平① 山鳥 友暉② 郡 春柔② 三浦 来仁① 谷口 裕都① 依岡 星吾② 渕上 颯真① 石川 拓磨①

140 県尼崎工 塩士 舞 片山 寿輝② 平岡 璃玖① 樋口 慎之介① 乾 彩人① 川崎 桂輔① 上田 永遠① 武内 大陽② 中尾 勇斗② 上野 悠①

142 クラーク芦屋 井上 翔太 長島 陽来② 長島 瑛理② 松林 勇汰② 宇都 壱哉② 三上 樹毅② 川本 尚矢② 伊藤 隆也② 井上 ガブリエル① 八杉 俊①

148 芦屋中等 山下 弘巳 高瀬 優① 中村 由希也② 得平 壮介① 黄 世那② 木下 雄翔① 網谷 有紀① 新井 智大①

201 神港学園 古谷 彰庸 栗本 悠羽② 半井 勇気② 横田 遥輝② 西 亜祐夢② 平田 健人② 下田 海斗② 本多 洋翔② 生田 大空② 小林 和馬①

203 葺合 山口 諒 板井 優太郎① 林 優人① 森 朋志② 前田 蒼生② 岡田 梢斗② 園田 洋② 薄井 遼大② 橋野 心音汰② 尹 船?①

204 六甲 石川 智之 梶原 欣弥② 耕田 一輝② 水谷 怜央② 三嶋 克宜② 森 友志② 三吉 貫太② 國安 健矢② 小池 悠雅① 高階 慎太郎①

206 神戸 潮海 香代 濱田 凌羽② 野上 健二朗② 徳山 大智① 飯森 慶貴② 佐谷 陽① 相原 創成① 二宮 陵① 三宅 諒貴① 盧 祐聖①

207 灘 竹野内 晃 前田 和輝② 大野 峻② 殿村 紘平② 長坂 啓成① 紀野 寛太① 池田 修一郎① 寺澤 甲子郎① 上村 光希① 辰巳 僚②

209 御影 田中 淳一 小島 慎② 安長 陽斗② 森田 凌羽② 町野 佑真② 本庄 瑛一② 牧本 透和② 田口 直哉① 川口 純平② 石谷 隼乙①

210 東灘 竹内 芳子 岩下 琉唯② 星野 大夢① 大崎 竜馬① 藤原 佑② 髙橋 康平② 濵田 真大① 井上 海人① 本間 仁達① 梶原 景介①

212 育英 石橋 克哉 佐藤 遼① 富永 駿② 辻本 叶大① 本田 凜② 古座岩 悠也① 池上 悠陽②

213 長田 宇都出 寿紀 江藤 響希② ジュンスワディー シュッサナ② 兒玉 裕太郎① 石橋 誠隆② 谷 心禄② 清瀧 宏人② 西尾 仁志① 眞下 進次郎① 須方 雄大①

215 兵庫 旭 稔 本田 幸大② 日野 友揮② 橋本 大雅② 山本 立① 井野 結貴② 渡邊 紡久② 橋本 剛志② 土居 宏彰② 橋本 健吾②

216 滝川 大杉 健士 長野 光希② 安東 大希② 深田 恭平② 本多 唯人② 碇 陽光② 西村 珀耶② 川端 昌晴② 中濱 蓮華① 應本 健晴②

217 啓明 木村 宗一郎 磯井 智貴① 土居 亮太② 鷲崎 櫂② 竹内 稔① 小畑 敬太郎① 八木 颯斗② 矢野 健太② 中谷 理一② 富木 啓丞②

218 北須磨 横田 泰和 冨田 夕暉② 清瀬 拓隼② 中野 遥貴② 山中 虹渡② 谷川 朋生② 沖 聡真② 土居 雅史② 大前 賢太郎① 松井 隆征①

219 須磨東 三宅 孝徳 中野 柔漸② 松岡 柊太朗② 髙辻 盛玄① 佐々木 孝太郎① 西田 純隆① 正木 大智① 角 奏汰① 濱田 弘喜①

220 須磨友が丘 西谷 昭美 摺石 敏翔② 小山 翔大② 田中 悠斗② 下口 修佑② 永田 純① 西山 天翔② 渡辺 倖大① 萩原 悠太① 川村 英斗①

221 神戸甲北 蛭子 明日香 梅村 一颯② 倉田 理夢人② 田上 遥② 横山 悠太② 大竹 翔② 金森 伯斗② 西山 俊② 木下 翔太① 小森 翔騎①

223 滝川第二 金子 幸平 梶原 裕暉① 大澤 健太郎② 津村 輝② 春日 洸樹① 森田 陽希① 西 立志② 岸本 和樹② 山本 豊大② 鳥住 亮太①

226 伊川谷 奥田 孔明 齋木 優仁② 河 蒼悟② 田岡 佑将② 伊藤 遥也① 山田 悠成① 福富 天翔① 杉山 優仁① 髙嶋 優① 大月 智弘①

227 伊川谷北 伊藤 正一 井伊 亮介② 前岡 奏音② 飯田 大翔② 西尾 和紗② 宮本 瑛太① 中野 遥斗② 谷川 那月② 寺尾 星波① 合田 明稔②

228 神戸野田 宮本 秀磨 坂上 寛仁② 石川 航汰② 寺田 悠斗① 三木 太陽② 松谷 慶志② 谷 和馬② 新免 翼② 澤 太我① 古河﨑 哲史①

230 神戸龍谷 中西 史樹 平井 優也② 岡村 龍之介① 藤本 健太朗② 下川 巧真② 渡井口 怜司① 名和 悠太① 名田 勇輝① 野村 光生② 岡政 健太郎①

231 三田 藤原 健太郎 船川 侑我① 伊藤 咲翔② 光武 倖希② 栄祝 綾杜② 小西 悠太② 池田 祐基① 森本 蓮太郎① 石橋 直弥① 岡本 洸太②

232 北摂三田 高塚 一郎 粟蔵 賢人② 岩垣 遼① 尾嵜 敦斗② 岡本 展治② 末定 準成② 樋口 諒①

233 兵庫工 奥村 雄太 塚本 誠大② 太田 凱士② 西村 勇飛② 亀田 健太② 平山 昴② 永峰 弘登② 福田 硬矢② 小山 凜大② 山口 遥陽②



237 神戸科技 小脇 健一 辻 隼太朗② 大榮 颯守② 廣瀬 竜心② 福島 空頼① 森重 創太② 木村 多聞① 房安 佑樹① 安井 勇陽② 冨賀見 聖音②

238 村野工 坂田 亮暢 高瀬 大夢② 古林 龍馬② 三島 天晴② 三宅 潤正② 濱邊 響葵① 水野 亮毅① 新見 拓也① 金森 颯覇① 棚瀬 陽斗①

240 三田西陵 山下 祐典 岸野 永遠② 井上 忠信② 中田 朋宏② 友平 将太② 島 康太② 前川 大悟① 藤原 一颯① 坂田 悠人① 岸大路 拓史①

245 神戸鈴蘭台 江頭 佑己 福田 圭吾② 森本 楓斗② 船越 陽呂② 朝熊 蒼太② 小田垣 壮真② 奥谷 俊輔② 藤井 琥太郎② 来会 輝哉② 小林 拓②

246 須磨翔風 黒河 博志 井戸阪 恒輝② 松尾 拓弥② 森本 翔太② 柳川 晃大② 杉山 駿汰② 上田 浩輝① 鈴木 涼也① 栗山 太一① 岸 将史①

248 神戸高専 藤本 健司 伊藤 琢真② 手崎 裕史① 中村 壮志① 戸川 陽希② 坂本 向陽① 田仲 巧樹① 岩本 拓朗② 木場 那由汰①

249 三田祥雲館 中村 宗治 樹梨 智也② 岸波 朋希② 河南 結也② 永田 健大② 佐々木 航① 内山 陽輝② 木下 拓海① 浦野 蒼世① 小澤 広暉①

251 有馬 平山 季治 梶本 勇磨② 伏田 結城① 藤元 一真② 山岡 佑輝② 中原 駿太② 吉本 拓磨② 吉崎 蒼空② 尾田 晴季① 松村 晄汰①

252 須磨学園 村井 淳平 濵田 康希② 桑嶋 航大② 野村 莉玖① 大石 海斗② 古川 大翔① 安永 達宏① 中山 硝一朗② 冨岡 恒希② 玉木 伸児①

255 三田松聖 阪上 祐司 村居 亮祐② 林 龍空② 中山 望海② 高嶋 琉音② 原 綾汰② 石塚 迅② 田口 海斗② 木曽 敬汰② 藤本 孝祐②

263 舞子 榎本 良祐 中田 脩生② 森本 大惺② 田中 大貴② 宮田 和輝① 那須 隼人② 園田 翔平② 中野 天翔② 小松 勇愛② 守本 智翔①

268 神大中等 中時 貴弘 福原 蒼大② 澤田 怜穏① 植野 魁人① 黒田 英太② 鈴木 滉永② 大山 柊一朗② 栗本 亮輔② 芳片 亮弥② 安藤 拓②

302 姫路東 後藤 文男 水野 翔太② 神野 雄登② 河本 塔太① 笹原 陽輝② 野崎 優樹② 小林 龍之介② 原田 宣明② 鳥井 康平② 森崎 公介②

303 姫路西 齊藤 宜裕 大山 悠稀② 三浦 佑太② 松岡 優弥① 佐藤 虹② 丸山 眞矢② 芦田 朋弥② 濵野 克成② 石崎 悠人② 福田 伊織①

305 龍野 福島 浩次 原 柊哉② 渡邉 荘太② 熊谷 恵真② 新谷 謙人① 藤本 敬太郎① 糸永 弥斗② 澤井 鉄平① 高橋 優太② 小椋 暁斗②

306 福崎 藤田 識人 大浦 知弥② 三輪 拓郎② 西村 有史① 大山 耕典① 青田 颯馬① 嵯峨 優生② 谷井 拓磨② 京極 優斗② 植村 勇大①

308 赤穂 西本 洋一郎 森 海斗② 吉永 大晟② 村島 賢人② 中村 琥大② 門家 佳吾① 安原 拓望① 桶口 雅行①

309 姫路飾西 渡辺 憲 西川 晃陽② 瀬戸口 航汰② 田中 大誠② 神﨑 琉暉② 田中 響①

310 飾磨工 安原 正晃 横田 涼輔② 上野 朋希② 北越 涼真② 桑原 智輝② 瑞慶山 利来② 松井 星晴① 久斗 壮真① 花田 海人① 大野 碧海①

313 加古川北 佐藤 克朗 小林 巧磨② 朝野 日向② 都倉 潤② 藤井 智哉② 南場 珀人② 河野 凌大① 安達 航大② 髙坂 大翔① 筒井 陽斗②

314 明石 朝長 耕平 土佐 大輝② 荒手 翔吾② 神澤 遥② 藤井 洸希② 永峰 太助② 三上 康?② 松本 大輝② 中尾 陽祐② 佐藤 敦哉②

315 明石清水 金山 恵多 大曽根 幸喜② 竹内 大雅② 畑 諒哉② 前川 晴輝① 末松 弘聖② 田口 龍汰① 堺澤 翔② 藤田 悠太郎① 丸山 誠斗①

316 明石城西 平井 邦之 金岡 侑斗② 三浦 柊輝② 志方 智治② 阪田 徹平② 井元 聖人② 西山 幸一② 杉浦 遥太② 川﨑 大輝① 多久和 航輝①

317 三木北 戸田 真兵 時宗 柊成② 今安 悠斗① 藤原 颯輝① 都倉 駿① 川西 勇吾① 戸川 稜生① 田坂 知優① 梶浦 航生① 大西 海澄①

323 明石商 田口 潤 井口 拓磨② 中嶋 誉哉② 越田 唯人② 倉内 琉希① 石井 乃瑛瑠① 中西 陸①

330 東洋大姫路 山田 真一 髙田 晃弘① 松岡 暖樹② 筈谷 颯太② 酒井 駿② 前原 由之介② 鶴田 一輝① 長尾 洸希① 駒田 陸央①

331 東播工 白石 雄志 朝井 禮冶② 瀧内 直人② 牧野 莉武② 平岡 辰規② 井前 光騎② 大谷 耶雲② 鈴木 暁斗②

337 神崎 高田 悠平 小坂 大翔② 舟引 誉弥② 酒匂 惇希② 高田 珠和② 井上 孝康① 石原 優介① 三輪 遥翔① 南田 海① 松本 翔太①

338 小野 池渕 臣 長谷川 遼平② 藤本 大暉② 井上 智暁② 松村 陽① 上山 直人② 橘 啓資② 山中 豪起② 井上 陽稀② 柿本 龍一郎②

339 加古川南 上月 教雄 秋山 拓歩② 百家 士童② 鈴木 健太朗① 髙尾 優太② 小西 智貴① 永井 郁弥② 森田 歩武① 西尾 俊毅① 竹元 壮①

340 相生学院 大﨑 翔平 山本 夏生② 坂本 日色② 若松 泰地① 三城 貴雅② 前田 透空① 谷畑 幸洋② 富田 大雅② 宮﨑 凰雅② 瀬戸 歩②

342 香寺 西井 隆 松岡 陽鷹② 善野 晴斗② 八木 雄飛② 則政 洋② 加藤 太一② 吉井 綾① 萩原 京太朗① 森山 悠人① 大道 康生①

343 三木 瀧川 光美 藤平 健聖② 濵崎 悠暉② 岩城 佳佑② 末瀬 真央人② 田中 大和② 近田 慧② 岡田 智瑛② 前田 紀貴② 中西 祐斗②

401 蒼開 向谷地 崚 金﨑 翼① 久米 慧② 服部 恵嗣② 富本 匠登① 濱本 陽向② 上原 健士郎② 細川 拓真② 奥井 悠斗① 梅元 勇輝②

405 洲本 井上 智仁 尾田 輝人② 椿原 慶士② 木下 翔平② 藤本 竜成② 武田 朋也② 中畑 橙吾② 武内 崇快② 吉田 怜央② 松原 泰知②

451 豊岡 山下 慶久 本田 拓海② 小西 慶士② 川邉 惺也② 有田 祐基②


