
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 1024.0 1 瀬戸根 愛玲 伊川谷北 1024.0
2 浅井 優煕 猪名川 512.0 2 榎本 輝莉 宝塚西 512.0
3 井伊 亮介 伊川谷北 486.4 3 田中 麻友 神戸 409.6
4 佐々木 壮祐 市西宮 460.8 4 稲富 奏樂 葺合 409.6
5 永井 宗 神大中等 294.4 5 村上 舞優 加古川北 389.1
6 松本 昂己 川西緑台 294.4 6 富田 理心 加古川北 348.2
7 西岡 尚登 淡路 281.6 7 辻 結妃 須磨翔風 348.2
8 河野 暖生 明石城西 268.8 8 米村 璃子 神戸 235.5
9 西岡 大登 淡路 256.0 9 為村 陽奈多 須磨翔風 235.5
10 十河 祐誠 明石城西 230.4 10 井上 真心 洲本 235.5
11 井戸阪 恒輝 須磨翔風 230.4 11 中村 柚七 葺合 235.5
12 斎藤 大 北摂三田 230.4 12 河野 彩花 加古川北 215.0
13 寺嶋 隆志 豊岡 230.4 13 斉藤 なずな 葺合 215.0
14 村田 晃大 長田 217.6 14 井本 野希 神戸 215.0
15 井上 悠太郎 姫路西 204.8 15 山﨑 爽楽 伊丹西 215.0
16 吉野 将裕 三田祥雲館 204.8 16 大林 萌乃佳 明石城西 215.0
17 村上 凛空 神大中等 204.8 17 宅野 英 伊丹西 215.0
18 角所 皓矢 伊川谷北 204.8 18 岸本 瑞穂 加古川北 215.0
19 小林 幹汰 三木 192.0 19 岡本 未央 伊丹西 215.0
20 古南 拓哉 三田祥雲館 192.0 20 松持 知花 市西宮 215.0
21 川畑 立基 明石城西 192.0 21 岡田 莉奈 星陵 215.0
22 中野 柔漸 須磨東 179.2 22 横峯 菜々 三田祥雲館 215.0
23 太田 創 尼崎北 179.2 23 鈴木 晴瑠 加古川北 215.0
24 井上 翔太 宝塚北 166.4 24 森口 ヒカル 宝塚西 204.8
25 足立 佳祐 神戸科技 166.4 25 寺田 絢羽 伊丹西 194.6
26 塚本 晃弘 武庫荘総合 166.4 26 岡田 友花 県西宮 184.3
27 芦田 陸 明石城西 166.4 27 泉 ひなの 芦屋 184.3
28 八代醍 来琉 東播工 166.4 28 小坂 優衣 明石城西 184.3
29 上原 央也 長田 166.4 29 黒坂 真衣 明石城西 184.3
30 永田 悠馬 明石城西 166.4 30 三浦 佳織 市西宮 184.3
31 石井 允貴 三田祥雲館 166.4 31 吉岡 亜祐美 北摂三田 184.3
32 内尾 英徳 明石城西 166.4 32 高田 結生 豊岡 184.3
33 江藤 響希 長田 166.4 33 増田 啓乃 明石城西 174.1
34 福田 拓馬 北須磨 153.6 34 桑田 柚葉 加古川北 174.1
35 岡﨑 慧悟 長田 153.6 35 山本 沙和 神大中等 174.1
36 常深 丈玄 三木 140.8 36 藤村 萌香 市西宮 163.8
37 西村 壮平 神戸 140.8 37 森 昭子 県西宮 163.8
38 三浦 瑠伊 姫路西 140.8 38 石毛 結衣 西宮今津 163.8
39 大上 智弘 三木 140.8 39 平井 美空 加古川北 163.8
40 橋本 祐真 市西宮 140.8 40 岸上 瑞希 市伊丹 163.8
41 小野 亮太 尼崎稲園 140.8 41 前羽 海南 県西宮 163.8
42 摺石 敏翔 須磨友が丘 140.8 42 松本 結衣 姫路飾西 163.8
43 村尾 后 宝塚 140.8 43 濱口 芽依 鳴尾 163.8
44 前堀 基樹 葺合 140.8
45 米谷 侑悟 三田祥雲館 140.8
46 馬場 祐翔 明石城西 140.8
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