
選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 選手名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ
1 南 遼馬 北摂三田 1152.0 1 小柳 陽菜乃 川西北陵 1024.0
2 中野 壮一郎 赤穂 1024.0 2 唐津 里渚 姫路東 512.0
3 橋本 丈一郎 赤穂 640.0 3 高市 ゆう 加古川南 512.0
4 小澤 迅 市西宮 460.8 4 榎本 輝莉 宝塚西 512.0
5 佐々木 壮祐 市西宮 448.0 5 野田 萌々子 神戸鈴蘭台 409.6
6 佐藤 匠 宝塚西 371.2 6 林 恵 葺合 409.6
7 水野 雄太 長田 371.2 7 松下 南香 鳴尾 409.6
8 森岡 拓海 葺合 320.0 8 山田 未來 加古川南 358.4
9 神田 瑛有 姫路東 320.0 9 岩岡 咲希 須磨翔風 358.4
10 木場 太一 加古川北 320.0 10 髙田 華奈 長田 358.4
11 永井 宗 神大中等 320.0 11 高尾 美空 加古川北 297.0
12 大橋 利也 西宮北 294.4 12 畑野 環 市西宮 297.0
13 寺嶋 優介 豊岡 294.4 13 田中 麻友 神戸 256.0
14 中村 豪太 舞子 268.8 14 阿部 凜 加古川南 256.0
15 根本 智志 神戸 268.8 15 内園 理緒 明石城西 256.0
16 松本 昂己 川西緑台 243.2 16 片渕 愛梨 宝塚西 256.0
17 秋田 浩希 尼崎稲園 243.2 17 藤崎 侑紀子 神戸 256.0
18 杉本 風斗 川西緑台 243.2 18 池本 茜 加古川南 256.0
19 長山 昂平 明石城西 243.2 19 竹村 みやび 葺合 256.0
20 安田 真啓 宝塚西 243.2 20 村上 舞優 加古川北 256.0
21 吉川 泰弘 明石城西 217.6 21 山岡 咲季 市西宮 256.0
22 北村 颯一朗 県伊丹 217.6 22 奥 美月 宝塚西 235.5
23 長田 悠希 明石城西 217.6 23 河野 彩花 加古川北 235.5
24 西岡 大登 淡路 217.6 24 坂上 真悠 伊丹西 235.5
25 村田 晃大 長田 217.6 25 宮本 優 伊丹西 235.5
26 中山 遥斗 宝塚北 192.0 26 西尾 鈴 須磨翔風 235.5
27 西岡 尚登 淡路 192.0 27 関 凜 明石城西 235.5
28 石田 向 豊岡 192.0 28 中村 優希 宝塚東 235.5
29 宮本 優太 御影 192.0 29 岡本 愛樹 明石城西 235.5
30 松尾 優希 明石清水 192.0 30 米村 璃子 神戸 215.0
31 吉田 隼輔 姫路西 192.0 31 杉原 菜月 明石城西 194.6
32 川端 慶士 加古川南 192.0 32 為村 陽奈多 須磨翔風 194.6
33 植戸 裕貴 明石清水 192.0 33 内形 優月 姫路西 194.6
34 井上 悠太郎 姫路西 192.0 34 松本 萌奈 芦屋 194.6
35 尾崎 勝海 長田 192.0 35 角田 まりん 宝塚北 194.6
36 中舛 僚太 宝塚北 192.0 36 岡本 蘭凪 豊岡 194.6
37 太田 創 尼崎北 192.0 37 横山 叶羽 伊丹西 174.1
38 田中 輝哉 明石城西 192.0 38 斉藤 なずな 葺合 174.1
39 世森 裕人 川西緑台 166.4 39 稲富 奏樂 葺合 174.1
40 勝平 智哉 赤穂 166.4 40 吉田 美翔 市伊丹 174.1
41 石川 康祐 明石城西 166.4 41 古出 知里 市西宮 174.1

42 北野 瑠菜 神戸 174.1
43 増本 桃花 洲本 174.1
44 中野 深月 北須磨 174.1
45 久保 咲愛 伊丹北 174.1
46 岡田 梨花 星陵 174.1
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