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

101 関学 原田 匠 桂 咲奈美① 安田 英麻① 藤澤 仁美② 島 凜花② 石出 花音② 丸山 日奈子② 神山 瑞葵① 村西 咲希② 杉山 美桜①

103 仁川 中田 可奈子 岩村 春奈② 田中 瀬梨奈② 望月 保花② 幸野 祐里奈② 守本 海彩① 大利 葵①

105 女学院 藤川 晶子 赤井 季季① 土居 真悠子② 本田 紘子② 上野 莉緒② 井筒 莉愛① 竹林 茜① 羽村 香穂① 金田 茉奈① 中山 碧衣①

106 武庫川大附 橋本 泰秀 山中 悠芽② 松岡 夏生① 北村 真央② 梛野 愛莉① 藤原 花① 春名 咲綾① 村田 実優② 松田 彩花② 加藤 心春②

108 西宮南 髙見 勇也 福永 芽生② 荒木 聖羅② 植木 月詩② 赤澤 琴音② 柴原 莉羽② 平長 優奈① 髙嶋 唯菜① 赤澤 絢音② 新井 千陽①

109 西宮東 相根 玲子 青木 萌香② 岩西 雪華② 大谷 絢音② 松本 吏加② 阿比留 夏香① 松山 晴希② 榎木 理紗① 紫尾田 明依② 戸井 絢菜①

111 西宮今津 土岐 舞子 小林 楓② 多田 実冬② 谷口 未生② 末廣 七々実② 鍋谷 富美子① 野嶋 歩奈① 北村 梨恵① 樋口 真央① 塩田 百音①

112 県西宮 岡本 潤一 戸切 咲希② 池淵 優衣② 森口 結葉② 元梅 紗良② 三宅 宏奈② 倉橋 美桜① 村上 莉子② 長谷 有紗② 竹本 早希②

113 市西宮 大西 明文 岸部 由奈② 大堀 紗来② 南 香菜② 三浦 伊織① 中本 光咲① 篠原 さくら② 石田 優奈② 川﨑 心結② 中村 英奈②

114 鳴尾 白石 清 市島 可菜② 宮嶌 優衣佳② 原田 未来② 蒲原 聖奈② 港 雪乃② 森川 沙南② 糸瀨 千尋② 滝口 心晴② 楠田 実生②

115 園田 大塚 菜津美 森下 杏② 澤井 恋美① 伊藤 千晴② 石井 来幸① 嶋田 奈央① 渡邊 遥奈① 近田 優衣② 佐々木 彩華①

116 尼崎北 尾﨑 照久 長谷川 杏奈② 岡山 彩乃② 坪井 香奈② 泉 心遙② 伊奈 ひより① 蓑田 夏那① 山下 悠那① 榎本 采音① 戸円 沙耶①

117 尼崎稲園 中澤 浩明 寺井 菜々美② 長谷川 愛② 宮城 納々① 石山 璃音② 小笹 満奈② 若林 祐奈① 清家 麻由佳② 大場 真季② 笹田 ひより①

120 芦屋学園 大森 敏 渡部 真央② 柴野 香乃佳② 羽渕 さくら② 上垣 結菜① 岩根 明衣①

121 県国際 今村 高士 小森田 菫② 村上 真実① 永峰 朋花① 宮嵜 晴菜②

122 芦屋 絹田 啓人 高田 莉瑠② 西村 真帆② 橋本 雪音① 浦 寿珠恵① 丹羽 穂乃花② 清水 春那② 川野邊 紗季① 片木 咲来① 池田 里彩①

124 県伊丹 乾 充広 大西 南緒② 三浦 心① 今北 萌衣① 眞藤 弥生② 竹原 蒼依② 大森 風薫① 鈴木 麻友① 間 桜子① 土井 さつき②

125 市伊丹 井汲 祐介 亀山 真穂② 信時 愛凛② 亀井 玲那② 鵜飼 真菜② 平野 優希① 山仲 ちひろ① 元田 里菜① 辻 理沙① 笹川 愛理②

126 伊丹北 松井 千寿子 田中 萌々菜② 鴻池 桃衣② 津田 奏② 塩野 友彩② 新田 陽子② 堀田 萌奈① 中村 永愛① 今西 紗菜① 馬場 ひなの①

127 伊丹西 菅原 潤哉 宮田 有桜② 小谷 奈央② 三木 優香② 池田 結真② 松長 夏希① 矢吹 姫那① 上野山 陽菜① 長嶺 侑香① 境野 穂乃香①

128 雲雀丘 井本 俊樹 槇原 未桜② 上中 智子① 森島 莉子① 尾高 沙弥① 橋本 悠那① 西嶋 葉月① 山岸 葵② 山下 心葉① 今井 希美①

129 小林聖心 元木 智規 安井 愛菜① 南原 真由子② 桐山 迦音② 八束 彩衣② 木村 紗和子② 木岡 映那② 余田 和奏② 和久 絢音② 乾 泉①

130 宝塚 田中 祐太 天満 和咲② 三神 七波② 本田 涼桜② 大澤 史奈② 田中 愛望① 山本 つむぎ① 村松 杏寿奈① 山下 万稀① 佐野 玲奈②

131 宝塚東 金城 恵利奈 黒沢 歩加① 林 愛翔① 前川 ななみ① 大川 一花① 真田 夕唯①

132 宝塚西 福嶋 佑弥 真辺 心美② 山下 紗佳② 内田 里咲② 泉 亜莉紗② 井上 夢渚② 村木 花寧① 吉田 菊莉① 信本 優芽① 和田 ひなた①

133 宝塚北 中川 雅裕 小林 心① 板野 結友① 谷口 栞章① 濱﨑 七海② 奥山 日葉里① 森本 彩花① 赤松 美波① 内山 智奈月① 勝間 れね①

134 川西明峰 青山 友基 乾 初菜② 三田 小夏① 嶋田 菜乃② 吉井 杏里② 佐藤 美空② 真鍋 日菜①

135 川西緑台 大谷 智子 渡瀬 灯② 佐藤 愛梛② 佐藤 ゆずき① 加茂 陽菜② 高瀬 陽菜① 原 風音② 渡瀬 光② 岡田 千尋① 川原 こころ①

137 猪名川 藤川 泰輔 堀口 晴菜② 水野 沙莉① 大村 咲空① 岸本 美彩稀① 河本 愛華① 小澤 由奈①

202 神戸山手 花山 裕行 春藤 歩① 長野 紗香① 島屋 美来① 梁瀬 寧々① 宮本 瞳① 早川 莉央①

203 葺合 来田 亜由美 原井 悠浬① 横田 美羽② 岸田 梨央② 松田 彩花② 中田 陽毬① 田中 ゆずな① 森本 萌々美① 藤本 花凜① 横山 咲奈①

205 松蔭 若木 浩幸 井上 美羽② 檜垣 実紀② 塚本 玲己① 福島 花怜①

206 神戸 片山 貴夫 原田 美貴② 鳥井 望羽① 跡部 玲子② 板野 珠莉② 森川 亜美① 花木 梨咲① 和泉 紗姫② 園田 美結① 木谷 遙①

208 甲南女 神田 直丈 大西 琴子② 伊藤 亜衣② 大﨑 暖々花② 濱本 果穂② 赤松 奏音② 稲田 美優② 戸来 樹咲① 大迫 結奈② 堀田 菜々美①

209 御影 積光 孝明 良津 真芳② 内富 香羽② 川﨑 愛莉② 森本 紗衣② 加下 すみれ② 北川 咲輝② 野村 真衣② 本田 茉衣② 岡﨑 仁子①

210 東灘 野島 浩志 飯田 紗也佳② 山本 未沙希② 郷田 由紀乃① 大島 聖花① 平田 周子① 西村 優里①

213 長田 小座本 幸希 濱澤 和花② 堤 万倫② 塩﨑 友奈② 五反田 愛奈② 和田 保津妃① 出嶋 若奈① 荒田 愛美① 髙場 優奈①

214 星陵 荒木 勝一郎 山下 咲歩② 中尾 珠羽② 松田 佳子② 在所 千聡② 田中 菜緒① 角村 いずみ① 大﨑 菜央① 中村 瑛花① 新穂 桃佳①

215 兵庫 安永 直人 平尾 果奈美① 遠藤 菜奈子② 枇杷田 陽菜② 髙田 愛② 折居 里姫② 榮藤 真緒① 新徳 虹花② 安田 胡桃② 濵田 瑞希②

217 啓明 寺谷 真一 市川 結菜② 浅野 空碧② 髙田 瑞季② 香山 七海② 鈴木 葉琉① 杉山 香澄② 藤原 結衣② 寺本 愛理① 駒井 美咲②

218 北須磨 渡部 知也 小笠原 柚季② 南垣 妃那② 井上 怜子② 堀田 真咲② 堀 凪咲② 吉田 愛梨② 置塩 理奈① 岡田 和花① 青木 佑衣①

220 須磨友が丘 末延 武司 安保 仁美② 蒲原 咲① 飯田 真帆② 逆井 璃音② 内海 結日① 永井 耀② 森 あんじ② 神田 菜々子① 角田 彩華②

221 神戸甲北 尾形 恵理子 中田 芽育② 山本 明日菜① 柴倉 希彩① 市村 佳穂① 織田 愛未① 野村 香凪①

223 滝川第二 川崎 真央 小野田 朱里② 詫間 柚菜② 船橋 朱里② 藤本 陽奈子② 谷 和花② 杓谷 菜摘② 加門 沙知子① 竹下 梨娜① 坂田 優花①

226 伊川谷 奥田 孔明 藤本 香穂① 地下 真咲① 古賀 希星① 山本 美月葉① 福富 叶望①

227 伊川谷北 山城 泉 市井 莉乃② 藤本 彩那② 末松 柚希② 八木 なお② 辻 水癒菜② 七田 有咲① 八木 梨紗② 西村 綾華② 桑島 乃愛②

228 神戸野田 脇阪 昇 髙橋 美貴① 中島 伊吹① 田路 万夏① 信國 葵① 米田 花音①

230 神戸龍谷 中西 史樹 新宮 衣織② 岡崎 桐夏② 稲富 由舞① 佐伯 亜美② 定野 愛美② 友田 智美① 藤墳 美月① 前田 依千佳① 山取 暖①

231 三田 勝本 浩平 大橋 春香② 原田 璃子② 村越 環奈① 京極 春季① 櫻井 美玖② 山崎 詩織① 村上 杏樹② 山本 詩織① 大東 菜々子①

232 北摂三田 木南 林太郎 鴨田 夏希② 畑中 美空② 植野 陽花② 田中 晴菜② 米﨑 ひより① 水田 真咲①

242 海星 秋葉 克実 佐藤 優希① 橋本 佳央梨① 小西 麗① 松口 かなえ①

245 神戸鈴蘭台 林野 泰博 小林 愛② 田頭 瑞穂② 柏木 彩七① 梅原 綾① 髙野 沙雪① 米倉 響① 西森 光希①

246 須磨翔風 中野 恵理子 辻 結妃② 間瀬 灯② 上田 深咲② 桒原 由衣② 名倉 侑沙① 内田 歩夢① 岩﨑 結衣①

249 三田祥雲館 土谷 久美 八島 和奏② 武田 桃果② 中川 陽菜乃② 梶本 凛② 西井 颯希① 萩原 千智① 原田 知海① 三島 千穂①



252 須磨学園 吉田 泰明 石倉 愛沙奈② 城尾 日和② 岸本 悠花② 髙垣 美里① 大西 凜② 浅田 悠莉② 仲井 真生② 磯部 凜乃② 髙原 千尋①

263 舞子 原 未帆 中谷 琉楓② 三浦 梨奈② 吉井 七泉② 平山 舞佳② 溝口 柚香② 猶原 皐月② 新田 こころ①

265 常盤 栗栖 誠 芝 琴音② 川口 愛澄① 山口 愛瀬① 大永 淑乃① 伊是名 歩巴① 籔田 珠璃① 仲 菜々美② 細谷 心海① 奥村 美咲①

268 神大中等 安田 和宏 平野 冬奈② 森元 万結① 本多 愛理① 高原  凛① 樫原 優衣② 内田 愛菜② 佐藤 瑛希子① 上塚 陽奈多② 坪田 紗那①

301 賢明 守田 悠紀 山田 愛蘭① 大森 美来② 春日 ましろ② 福井 菜摘① 川田 妃奈乃② 山野 真奈② 足立 彩華① 荒木 悠来① 岸本 紗良①

302 姫路東 山田 裕美 田口 美羽② 松野平 萌花② 大畑 菜々実② 安本 由奈② 加島 泉水② 本井 仁菜① 藤中 沙織① 松井 凜① 糸山 桜彩②

303 姫路西 井上 智裕 川端 麻鈴② 曽我 優菜② 松下 結衣② 原 七美② 大嶋 心響② 荒瀬 由衣② 後藤 優杏② 宮本 彩希① 南 咲妃①

305 龍野 松田 好生 白井 咲衣② 髙本 麻央② 金田 遥菜② 三木 環奈② 野村 由依① 小池 晏未① 森本 千晴① 長尾 有理② 中野 朱莉②

306 福崎 山田 菜々子 芝田 李奈② 三輪 優月② 原口 陽菜② 釜田 恵② 辻村 こころ② 清水 心葉②

308 赤穂 福原 五起 福井 偲月② 加藤 萌花② 前田 京香① 岡本 真歩①

309 姫路飾西 田尻 弘一郎 福永 千紗② 二神 妃莉② 植田 心美② 内海 晴菜② 岡本 ひより② 中塚 美波① 久次米 桃花① 三浦 萌々夏① 三枝 奈央①

313 加古川北 門田 聖五 富田 理心② 原 ゆり子① 北村 杷子① 弘永 あす美② 常陰 菜乃② 山本 静奈② 中村 樹莉奈② 鈴木 晴瑠② 亀尾 真央②

314 明石 塩谷 裕司 岩佐 朋香② 馬場 杏奈② 竹之内 梓保理② 山下 瑠香② 田原 詩海② 吉満 舞香② 横山 咲空② 吉田 愛菜① 伏見 玲乃①

316 明石城西 上河 稔 三宅 陽奈多② 山根 一葉② 三浦 彩花② 荒生 祐希② 濱田 幸花② 橋本 芽育② 魚澤 優里① 島袋 芽唯① 増田 和奏①

317 三木北 仁木 英貴 中井 千尋① 黒田 友菜① 溝端 彩乃① 藪西 結菜① 山本 涼葉① 中島 瑠子① 塩田 桃佳① 岩﨑 央華①

330 東洋大姫路 井上 英明 橋本 望生② 三浦 愛祐② 富田 乃暖① 松本 優衣① 金田 紗弥花② 中西 羽乃①

333 県立大附 那須 健治 椴谷 寧々② 衣畑 沙和音② 長濱 彩華② 平岡 桃② 明石 真美①

334 龍野北 吉永 江利 三宅 里歩② 近藤 陸美② 山田 美宇② 河邉 愛衣② 宮崎 悠衣② 谷 穂乃香① 浅田 悠那①

337 神崎 大村 美喜 有本 真旺② 中村 真紘② 尾上 奈穂② 難波 ゆら② 寺西 奈生② 岡本 愛梨② 松尾 莉緒② 中村 梨乃① 北島 さつき①

339 加古川南 山田 尚美 臼井 杏実① 北井 来実① 松野 日那① 宮﨑 千晴①

340 相生学院 丸尾 幸弘 里 菜央② 池戸 悠希子① 田島 楓② 朝倉 優奈① 石川 颯姫① 上田 あかり① 本間 遥① 鷲見 真菜② 福島 菜未②

342 香寺 藤田 善三 青田 ねねか① 横尾 和① 萩原 杏奈① 明神 花音①

405 洲本 多田 裕助 冨本 陽菜② 赤松 佑香② 丸田 怜花② 谷間 祐月② 福居 桃華② 中田 怜奈② 山本 結愛② 笹山 結妃① 北川 絢萌①

451 豊岡 山村 雄太 林 璃亜菜② 岡 愛華② 本間 芽生② 西村 悠衣② 北村 彩希① 戸田 真裕① 衣川 凪咲①


