
選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 畑野 慎平 須磨東 1536.0 1 氷室 杏美 加古川北 1331.2
2 川井 皓貴 須磨東 1408.0 2 末岡 涼 明石城西 1254.4
3 岡嶋 武隆 北須磨 896.0 3 水田 ひより 加古川北 691.2
4 谷田 大和 神戸 640.0 4 小西 里菜 加古川北 665.6
5 高橋 大地 尼崎稲園 588.8 5 松田 悠里 神戸高専 563.2
6 田中 涼麻 神大中等 576.0 6 中嶋 莉来 加古川北 537.6
7 谷 大輔 宝塚西 448.0 7 川本 菜々子 川西北陵 512.0
8 殿脇 壱成 洲本 422.4 8 山市 悠里花 加古川北 486.4
9 山本 仁平 市西宮 422.4 9 若狹 詩乃 赤穂 435.2
10 中田 知宏 鳴尾 396.8 10 山本 真奈 加古川南 409.6
11 古川 晋平 御影 396.8 11 木村 萌々 加古川南 409.6
12 藤井 達也 小野 371.2 12 桐山 紗樹 神戸 409.6
13 山本 敦嗣 姫路西 371.2 13 北村 葵 豊岡 358.4
14 辻 泰希 明石城西 345.6 14 岩佐 百花 姫路飾西 358.4
15 南 健斗 西宮南 320.0 15 人見 美雪 市西宮 358.4
16 豊田 真輔 北須磨 320.0 16 氏田 菜々子 市伊丹 332.8
17 丹保 蒼馬 市西宮 320.0 17 西村 有可里 姫路西 332.8
18 太田 皓介 北摂三田 294.4 18 田宮 由紀乃 市西宮 332.8
19 和田 智也 東灘 294.4 19 清水 遥日 兵庫 307.2
20 小川 弘太郎 市伊丹 294.4 20 久保田 百惠 須磨翔風 297.0
21 田中 祥太朗 長田 268.8 21 村上 遥香 兵庫 297.0
22 本田 一輝 加古川北 268.8 22 佐藤 鈴夏 宝塚西 281.6
23 堀ノ内 陸 神大中等 268.8 23 入江 拓実 伊丹北 281.6
24 野呂 健太 宝塚北 268.8 24 谷 亜衣子 川西北陵 281.6
25 森下 柊斗 神戸甲北 268.8 25 久野 真里奈 加古川南 271.4
26 田井 祐輔 御影 256.0 26 本長 夏穂 須磨翔風 271.4
27 山本 康生 須磨東 243.2 27 前田 美帆 加古川南 271.4
28 鈴木 統成 加古川北 243.2 28 中山 菜々 市伊丹 266.2
29 田中 勇人 三木 243.2 29 鎌田 瑛月 須磨翔風 245.8
30 福島 希真 姫路西 243.2 30 小南 菜々花 川西明峰 245.8
31 岡森 勇磨 豊岡 236.8 31 春 凜華 明石城西 245.8
32 林 祐輝 鳴尾 230.4 32 小川 紗里奈 長田 245.8
33 藤本 士龍 加古川南 217.6 33 柴峠 唯花 加古川北 245.8
34 武中 悠一郎 神戸 217.6 34 岩永 優那 星陵 245.8
35 藤本 泰地 姫路西 217.6 35 池田 実咲希 伊丹北 240.6
36 堂薗 雅人 市西宮 217.6 36 久保田 麻友 姫路西 220.2
37 大田黒 敦志 加古川南 211.2 37 松下 向日葵 宝塚東 220.2
38 石村 柊平 明石城西 204.8 38 國土 惠梨 相生産 220.2
39 大塚 大輝 加古川北 204.8 39 大田 礼美 伊丹西 220.2
40 島田 圭吾 明石 204.8 40 西村 祐珠華 葺合 213.8
41 木下 聡一郎 神戸 204.8 41 田中 花 猪名川 204.8
42 山口 隼平 小野 198.4 42 柴田 茉柚 加古川北 194.6
43 髙嶋 紘史 三木 192.0 43 坂本 理子 県西宮 194.6
44 八川 遼 神大中等 192.0 44 阿部 紗也 北須磨 194.6
45 スタナット 朝陽 加古川北 185.6 45 川西 莉央 豊岡 194.6

46 妻鳥 優香 宝塚 194.6
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