
選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 林 俊哉 神大中等 1408.0 1 氷室 杏美 加古川北 1152.0
2 川井 皓貴 須磨東 640.0 2 水田 ひより 加古川北 998.4
3 織 汰樹 神戸鈴蘭台 550.4 3 斎藤 風花 加古川南 768.0
4 谷田 大和 神戸 486.4 4 堀江 菜子 西宮東 768.0
5 十川 拓未 神大中等 448.0 5 仲島 優衣 姫路東 588.8
6 藤野 太門 市西宮 396.8 6 尾田 愛華 加古川南 588.8
7 秋田 浩佑 宝塚西 396.8 7 松田 悠里 神戸高専 448.0
8 荒川 陽 明石城西 396.8 8 井上 明茅季 御影 448.0
9 橘 颯暉 明石清水 371.2 9 藤井 芽衣 芦屋 422.4
10 岡嶋 武隆 北須磨 371.2 10 武田 未優 洲本 422.4
11 岡田 立樹 三木 345.6 11 下村 菜摘 加古川北 396.8
12 永岡 侑大 鳴尾 345.6 12 高橋 京花 長田 396.8
13 大西 成哉 姫路別所 320.0 13 久保 優花 須磨翔風 396.8
14 水谷 翔 芦屋 320.0 14 小西 里菜 加古川北 371.2
15 田中 涼麻 神大中等 320.0 15 佐竹 桃香 尼崎稲園 371.2
16 橋本 拓明 三木 294.4 16 末岡 涼 明石城西 371.2
17 細畠 大暉 淡路 294.4 17 髙島 彩香音 須磨翔風 345.6
18 松田 和泉 姫路西 294.4 18 倉谷 実里 市伊丹 345.6
19 大橋 佑矢 宝塚北 281.6 19 高野 未来 龍野 345.6
20 谷 大輔 宝塚西 268.8 20 浦上 真由 北須磨 320.0
21 前田 大翔 市西宮 268.8 21 眞藤 彩乃 県伊丹 320.0
22 小島 慶珠 加古川北 268.8 22 村長 美陽 神戸 320.0
23 平郡 一 市西宮 243.2 23 大崎 春香 市西宮 294.4
24 八木 龍志 洲本 243.2 24 川端 沙希 市西宮 294.4
25 下村 龍之介 姫路西 230.4 25 横野 ももか 伊丹北 294.4
26 下雅意 匠 御影 230.4 26 北村 葵 豊岡 268.8
27 迫田 直樹 須磨翔風 217.6 27 中川 真奈 須磨翔風 268.8
28 的場 勝海 伊丹北 217.6 28 西本 百花 宝塚西 268.8
29 三上 祐輔 神戸 211.2 29 地見 麗 加古川南 268.8
30 岩﨑 智哉 明石城西 204.8 30 神頭 萌果 神戸 268.8
31 和田 智也 東灘 204.8 31 足川 茉南 葺合 256.0
32 高橋 大地 尼崎稲園 192.0 32 伊藤 舞香 市伊丹 256.0
33 野呂 健太 宝塚北 192.0 33 寺川 愛 葺合 256.0
34 内山 拓樹 神戸高専 192.0 34 桐山 紗樹 神戸 243.2

35 山本 紗菜 西宮北 243.2
36 吉田 莉湖 市伊丹 243.2
37 山縣 優菜 明石城西 243.2
38 秦 智子 市伊丹 243.2
39 木村 萌々 加古川南 243.2
40 矢野 葵 北摂三田 243.2
41 堤 彩華 北須磨 243.2
42 廣瀨 希子 北摂三田 243.2
43 藤本 実優 明石城西 243.2
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