
選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 増成 智也 三木 1638.4 1 井置 秀果 加古川北 1689.6
2 増成 拓也 三木 1536.0 2 谷川 友真 葺合 1638.4
3 南 遼馬 北摂三田 640.0 3 竹本 千夏 加古川南 1305.6
4 長尾 優希 西宮北 640.0 4 大田 麻衣子 県西宮 844.8
5 橋本 丈一郎 赤穂 460.8 5 小田 奈々葉 姫路飾西 819.2
6 中野 壮一郎 赤穂 460.8 6 出口 穂乃歌 東灘 665.6
7 中村 航大 市西宮 422.4 7 パティス なな芦屋中等 665.6
8 井上 豪馬 神大中等 396.8 8 高市 ゆう 加古川南 537.6
9 井之上 良 神戸 371.2 9 末神 璃歩 北須磨 537.6
10 江藤 遥希 長田 371.2 10 岩城 穂花 県西宮 537.6
11 出口 聡帆 明石城西 371.2 11 林 恵 葺合 537.6
12 藤原 佑介 尼崎稲園 371.2 12 丸尾 優奈 県国際 512.0
13 島本 大雅 北摂三田 345.6 13 梶原 悠 加古川南 435.2
14 湯浅 衛 西宮東 320.0 14 木下 香澄 神戸 409.6
15 水野 雄太 長田 294.4 15 高橋 果歩 市西宮 384.0
16 井上 誓 須磨東 294.4 16 山本 茉央 加古川北 384.0
17 梶原 拓 姫路西 294.4 17 松﨑 美生那 星陵 358.4
18 梅野 太一 宝塚北 268.8 18 曽我部 希実 宝塚東 348.2
19 吉田 健太朗 神戸 268.8 19 磯奥 ひな 明石城西 332.8
20 吉光 優揮 赤穂 268.8 20 足立 里奈 鳴尾 322.6
21 米 天弘 芦屋中等 262.4 21 松岡 茉奈 北摂三田 307.2
22 岡崎 純弥 川西緑台 243.2 22 唐津 里渚 姫路東 307.2
23 藤田 悠希 明石 243.2 23 宮本 陽葉里 葺合 282.6
24 熊谷 颯太 尼崎稲園 243.2 24 片渕 愛梨 宝塚西 271.4
25 岩居 真生 東灘 243.2 25 河野 秋穂 北須磨 271.4
26 島村 真司 宝塚 243.2 26 前田 美彩希 神大中等 271.4
27 中濵 颯太 加古川北 243.2 27 西田 梓希 市西宮 271.4
28 新田 遥登 西宮東 218.6 28 木下 七海 北須磨 256.0
29 尾田 健輔 姫路飾西 217.6 29 横手 彩未 兵庫 245.8
30 岡本 大知 神戸科技 217.6 30 梶野 亜実 葺合 245.8
31 木場 太一 加古川北 217.6 31 只友 美羽 加古川南 245.8
32 高橋 孝範 加古川北 217.6 32 金田 有香 加古川南 245.8
33 寺嶋 優介 豊岡 217.6 33 川岸 美音 北摂三田 239.4
34 鍜治 勇騎 神大中等 211.2 34 南 栞奈 明石城西 235.5
35 亀田 圭 神戸 211.2 35 岩岡 咲希 須磨翔風 224.0
36 泰永 龍真 県立大附 204.8 36 森下 みゆ 鳴尾 220.2
37 松村 匠馬 宝塚 204.8 37 南村 美優 姫路飾西 220.2
38 幸森 章太郎 姫路東 204.8 38 田中 結菜 加古川南 220.2
39 鼻町 友月 洲本 204.8 39 正司 楓花 加古川北 220.2
40 斉藤 吉蔵 御影 204.8 40 小柳 陽菜乃 川西北陵 220.2
41 河上 和磨 龍野 204.8 41 胡麻 彩奈 市西宮 220.2
42 稗田 笙太 加古川南 204.8 42 萩原 愛菜 加古川南 215.0
43 笹部 友希 川西緑台 204.8 43 前田 采音 伊丹西 215.0
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