
選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 廣瀬 由弥 市伊丹 1408.0 1 富田 理心 加古川北 1024.0
2 浅井 優熙 猪名川 1280.0 2 原 ゆり子 加古川北 624.6
3 井伊 亮介 伊川谷北 768.0 3 高田 莉瑠 芦屋 614.4
4 西川 晃陽 姫路飾西 537.6 4 寺井 菜々美 尼崎稲園 512.0
5 江藤 響希 長田 448.0 5 北村 杷子 加古川北 450.6
6 井戸阪 恒輝 須磨翔風 448.0 6 鈴木 晴瑠 加古川北 409.6
7 中野 柔漸 須磨東 396.8 7 鴨田 夏希 北摂三田 369.6
8 ジュンスワディーシュッサナ 長田 396.8 8 中谷 琉楓 舞子 358.4
9 福原 蒼大 神大中等 396.8 9 辻 結妃 須磨翔風 337.9
10 加藤 宙士 市西宮 396.8 10 川端 麻鈴 姫路西 337.9
11 摺石 敏翔 須磨友が丘 371.2 11 弘永 あす美 加古川北 317.4
12 佐伯 禎亮 芦屋 345.6 12 原井 悠浬 葺合 317.4
13 林 優人 葺合 320.0 13 横田 美羽 葺合 317.4
14 藤原 真和 但馬農 313.6 14 間瀬 灯 須磨翔風 317.4
15 兒玉 裕太郎 長田 294.4 15 山本 由杏 兵庫 307.2
16 澤田 怜穏 神大中等 268.8 16 常陰 菜乃 加古川北 297.0
17 本田 幸大 兵庫 268.8 17 戸切 咲希 県西宮 297.0
18 西巻 亮平 川西緑台 268.8 18 長谷川 愛 尼崎稲園 297.0
19 南條 匠 尼崎稲園 268.8 19 渡瀬 灯 川西緑台 297.0
20 板井 優太郎 葺合 243.2 20 真辺 心美 宝塚西 276.5
21 金岡 侑斗 明石城西 243.2 21 山根 一葉 明石城西 276.5
22 志方 智治 明石城西 243.2 22 山本 静奈 加古川北 276.5
23 日野 友揮 兵庫 243.2 23 西村 真帆 芦屋 276.5
24 濱田 凌羽 神戸 230.4 24 中村 樹莉奈 加古川北 276.5
25 小川 拓斗 尼崎稲園 211.2 25 小林 心 宝塚北 256.0
26 今井 圭人 尼崎北 204.8 26 宮城 納々 尼崎稲園 245.8
27 朝井 禮冶 東播工 204.8 27 冨本 陽菜 洲本 236.5
28 小西 慶士 豊岡 193.0 28 三宅 陽奈多 明石城西 235.5
29 江頭 奏太 宝塚西 192.0 29 大堀 紗来 市西宮 235.5
30 三浦 佑太 姫路西 192.0 30 小林 楓 西宮今津 215.0
31 秋山 拓歩 加古川南 192.0 31 赤松 佑香 洲本 215.0
32 尾田 輝人 洲本 192.0 32 三浦 彩花 明石城西 215.0
33 木下 翔平 洲本 185.6 33 曽我 優菜 姫路西 215.0
34 飯森 慶貴 神戸 179.2 34 谷間 祐月 洲本 194.6
35 三浦 柊輝 明石城西 179.2 35 荒生 祐希 明石城西 194.6
36 井元 聖人 明石城西 179.2 36 宮田 有桜 伊丹西 194.6
37 繁田 和貴 県伊丹 179.2 37 三宅 里歩 龍野北 194.6
38 阪田 徹平 明石城西 179.2 38 植田 心 加古川北 194.6
39 松尾 陵平 西宮東 179.2 39 南 香菜 市西宮 194.6
40 徳山 大智 神戸 179.2 40 小谷 奈央 伊丹西 194.6
41 松尾 拓弥 須磨翔風 179.2
42 清瀬 拓隼 北須磨 179.2
43 下浦 航斗 尼崎稲園 179.2
44 樹梨 智也 三田祥雲館 179.2
45 野田 和希 市西宮 179.2
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