
189800 梶原 陸 甲南高 梶原 186714 笹沼 陸 報徳高 笹沼

160751 川端 人誌 甲南高 川端 148229 望月 陸 報徳高 望月

103540 谷川 貴一 北須磨高 谷川 60 163414 上山 裕己 神港学園高 数井 64

163988 太田 裕登 北須磨高 太田 193804 池内 啓祐 神港学園高 山田

104924 片井 達也 県西宮高 64 梶原 118728 数井 大晴 長田高 61 笹沼

153291 大西 湧太郎 県西宮高 川端 147241 山田 諒太 長田高 望月

149112 春日 勇佑 三田高 春日 60 105610 西村 翼 宝塚高 森 60

146845 安田 隆人 三田高 安田 168806 中舛 積人 宝塚高 森田

106508 西浦 裕 神戸高 63 梶原 184944 森 鷹翔 須磨学園高 ＷＯ 笹沼

139031 吉田 智哉 神戸高 川端 118880 森田 涼剛 須磨学園高 望月

145490 長坂 圭悟 武庫荘総合高 山本 63 136161 岡崎 達樹 北摂三田高 宇治 62

123681 小林 永遠 武庫荘総合高 前田 127530 萩原 大樹 北摂三田高 平群

197268 金丸 紘基 神戸高専高 山本 60 133158 植田 夢叶 西宮北高 宇治 ＷＯ

193224 藤木 宥江 神戸高専高 関戸 178132 井上 直樹 西宮北高 平群

117083 山本 瑛仁 舞子高 61 西 168120 宇治 雅記 市西宮高 ＷＯ 薦田

112647 関戸 翼 舞子高 紺屋 155121 平群 一 市西宮高 岡田

141775 神出 大祐 神戸科技高 三谷 61 132440 小島 正也 村野工高 62

124960 酒井 領 神戸科技高 松井 128145 宇根 悠太 村野工高

150301 三谷 和嵯 伊川谷北高 61 西 134646 中川 剛 三田祥雲館高 薦田

199691 松井 陸斗 伊川谷北高 紺屋 136826 若杉 澪 三田祥雲館高 岡田

198752 西 耕平 宝塚高 64 梶原 153261 薦田 陸 三田高 ＷＯ 笹沼

140551 紺屋 賢人 宝塚高 川端 120114 岡田 典也 三田高 望月

135131 戸根 勇也 市西宮高 戸根 62 155111 滝澤 龍 雲雀丘高 今井 62

125335 平田 和槻 市西宮高 平田 148154 青山 凌太郎 雲雀丘高 河合

134014 山本 竜輝 県伊丹高 山本 63 172418 藤原 優 伊川谷北高 今井 64

194596 前神 駿介 県伊丹高 前神 102335 中桐 圭右 伊川谷北高 河合

160253 寺西 一真 北摂三田高 63 戸根 176135 今井 翔太郎 滝川高 60 今井

146930 飯田 直也 北摂三田高 平田 135732 河合 慶二郎 滝川高 河合

128411 丸 裕樹 須磨学園高 丸 75 103651 信川 拓摩 舞子高 芦田 62

117215 池田 瞭平 須磨学園高 池田 173342 川本 裕麻 舞子高 野間

183289 松井 智哉 兵庫高 60 丸 164651 芦田 楓馬 報徳高 76（7） 八塚

164635 小森 崚平 兵庫高 池田 156286 野間 将平 報徳高 櫻井

118746 調 一輝 雲雀丘高 ＷＯ 宮川 168063 八塚 和樹 甲南高 62 尾上

122747 石垣 凌 雲雀丘高 米倉 143793 櫻井 海吏 甲南高 松原

111417 三田 尚也 西宮北高 三田 62 179975 山脇 祐太 県伊丹高 山脇 75

116600 菅 亮太郎 西宮北高 菅 105833 戸島 維吹 県伊丹高 戸島

134016 臼井 賢人 猪名川高 62 宮川 165957 本多 翔太 須磨東高 63 尾上

160422 宇都 孝行 猪名川高 米倉 148459 福永 颯馬 須磨東高 松原

180356 西岡 直起 報徳高 杉田 75 160073 大西 良門 三田高 田川 61

160006 松本 大 報徳高 徳田 122201 上松 康平 三田高 竹田

159080 杉田 嵩真 宝塚東高 ＷＯ 宮川 151985 田川 竜也 宝塚西高 ＷＯ 尾上

168283 徳田 尚久 宝塚東高 米倉 158307 竹田 玲雄 宝塚西高 松原

170240 宮川 優 葺合高 60 116162 尾上 知也 北摂三田高 64

193545 米倉 真悟 葺合高 139572 松原 弘宜 北摂三田高

149707 横山 開成 ル・クールTA 伊豆嶋 115499 川野 碧 滝川高 川野

195408 吉沢 優一 ル・クールTA 藤岡 115441 尾西 慧斗 滝川高 尾西

149301 伊豆嶋 拓 川西明峰高 伊豆嶋 64 152484 榊 史弥 三田祥雲館高 榊 60

188384 藤岡 聡 川西明峰高 藤岡 111345 藤井 陸登 三田祥雲館高 藤井

190062 西村 篤志 市伊丹高 ＷＯ 伊豆嶋 120283 水場 裕太 神大中等高 ＷＯ 川野

163059 大﨑 梨生 市伊丹高 藤岡 167705 福田 基 神大中等高 尾西

199558 藤原 怜輝 北摂三田高 西村 60 140935 佐藤 将太 市西宮高 佐藤 63

178565 後藤 祐貴 北摂三田高 中道 191085 前田 大翔 市西宮高 前田

135933 西村 伊央 神大中等高 ＷＯ 平野 166557 佐藤 悠貴 西宮北高 61 川野

185606 中道 健輔 神大中等高 福田 174931 松山 晃大 西宮北高 尾西

100832 大名門 力 市西宮高 大名門 76（7） 149505 船坂 奏雅 村野工高 木村 60

122398 小山 慶人 市西宮高 小山 135289 小川 恭平 村野工高 西脇

131366 中馬 亮太 西宮北高 塩崎 75 151110 杉垣 力生 須磨東高 木村 62

116641 阿部 泰知 西宮北高 福山 140423 谷川 京平 須磨東高 西脇

163297 塩崎 友也 伊川谷北高 76（4） 平野 171104 木村 智光 芦屋学園高 ＷＯ 富田

189516 福山 雄太 伊川谷北高 福田 134359 西脇 啓 芦屋学園高 中谷

137519 高 遼史 滝川高 辰見 61 162429 高江洲 颯人 兵庫工高 片山 76（4）

107663 相江 広紀 滝川高 寺崎 194244 内木場 優 兵庫工高 青木

175718 辰見 優真 三田松聖高 61 平野 198603 片山 欣也 西宮南高 60 富田

120057 寺崎 健悟 三田松聖高 福田 165982 青木 亮介 西宮南高 中谷

192231 平野 智也 長田高 62 平野 157964 富田 翔太 須磨翔風高 64 川野

136398 福田 浩平 長田高 福田 189386 中谷 璃稀 須磨翔風高 尾西

116521 野村 駿作 御影高 野村 64 120289 渡部 竜也 芦屋学園高 渡部 63

116520 野村 聡介 兵庫高 野村 137528 有上 隆市 芦屋学園高 有上

153832 村松 巧望 芦屋学園高 村松 60 108951 久保田 大樹 北摂三田高 久保田 61

182754 宮﨑 海斗 芦屋学園高 宮﨑 157661 谷 敏史 北摂三田高 谷

128658 圀府寺 真緒 六甲高 ＷＯ 野村 163614 馬屋原 昇太 市伊丹高 ＷＯ 渡部

177517 山木 雄登 六甲高 野村 180304 満井 浩輝 市伊丹高 有上

184731 芝野 歴亜 須磨翔風高 芝野 63 192267 山岡 秀輔 長田高 大渕 61

118374 中右 拓実 須磨翔風高 中右 177514 増田 大輝 長田高 久保

130221 木邑 優斗 宝塚高 62 芝野 184616 大渕 郁人 宝塚高 64 中川

119620 岡原 誉人 宝塚高 中右 162328 久保 悠也 宝塚高 山本

184566 山本 竜也 兵庫工高 61 前田 171785 中川 涼介 滝川高 63 渡部

143249 壁口 拓也 兵庫工高 二之湯 108002 山本 尚汰 滝川高 有上

132376 田中 裕貴 三田祥雲館高 松本 64 166615 片山 幸星 須磨学園高 小田井 62

103747 岩蕗 壮 三田祥雲館高 越山 132993 小路 友博 須磨学園高 吉國

105735 松本 陸希 須磨東高 ＷＯ 前田 120507 小田井 悠哉 葺合高 ＷＯ 足立

195982 越山 誠実 須磨東高 二之湯 169993 吉國 陽 葺合高 南海

128865 朴 慎昊 長田高 朴 61 144462 瓜生 勇介 伊川谷北高 星山 60

120527 碇本 修佑 長田高 碇本 135456 濱村 将大 伊川谷北高 吉田

114818 岡原 光汰 西宮南高 61 前田 162850 星山 道頼 宝塚西高 62 足立

122669 山内 優弥 西宮南高 二之湯 166898 吉田 涼汰 宝塚西高 南海

110462 前田 竜歩 須磨学園高 62 128334 足立 優斗 相生学院高 63

130396 二之湯 達也 須磨学園高 185742 南海 誠之 相生学院高
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118356 瀬山 一城 滝川高 瀬山 194740 和田 拓海 神戸高 和田

110730 田邊 健人 滝川高 田邊 106654 根本 智輝 神戸高 根本

181478 縄井 響 伊川谷北高 林 63 131432 植田 奎仁 滝川高 植田 62

193508 柳瀬 俊希 伊川谷北高 中村 123436 阪下 兼伸 滝川高 阪下

104268 林 優輝 西宮南高 63 瀬山 162025 廣田 一平 須磨東高 63 和田

138536 中村 貴也 西宮南高 田邊 170191 椋野 敦弥 須磨東高 根本

166677 北川 倫太朗 三木東高 沼田 63 107735 大出 健太 宝塚西高 大出 62

197464 島崎 樹 三木東高 北出 147555 公文 翼 宝塚西高 公文

153698 沼田 悠佑 川西明峰高 60 瀬山 188904 大石 隼汰 神港学園高 63 泉

118598 北出 翔大 川西明峰高 田邊 180266 勝世 凌斗 神港学園高 冨谷

190338 中本 嵩琉 須磨翔風高 中本 64 115071 笹原 颯真 三田高 石塚 63

131575 迫田 直樹 須磨翔風高 迫田 145633 吉村 有生 三田高 井上

132029 萩田 滉基 三田祥雲館高 赤松 60 193396 森 海斗 舞子高 石塚 ＷＯ

172600 新庄 幸秋 三田祥雲館高 兼松 167982 後藤 謙太 舞子高 井上

151668 赤松 秀祐 西宮北高 ＷＯ 久保田 166183 石塚 聖人 伊川谷北高 ＷＯ 泉

172988 兼松 智哉 西宮北高 小西 185745 井上 滉太 伊川谷北高 冨谷

127551 徳田 勇斗 鳴尾高 河合 61 166845 広瀬 天空 雲雀丘高 61

146655 久保田 哲平 鳴尾高 永井 181659 伊藤 優真 雲雀丘高

196648 河合 龍一 六甲高 ＷＯ 久保田 160283 伊藤 幹尚 報徳高 泉

162915 永井 滉太朗 六甲高 小西 179797 唐木 駿 報徳高 冨谷

147587 久保田 純平 猪名川高 60 瀬山 110485 泉 征宗 尼崎稲園高 ＷＯ 田中

106945 小西 洋輝 猪名川高 田邊 109792 冨谷 弘貴 尼崎稲園高 堀切

179444 中前 祐大朗 啓明高 中前 64 162276 田中 就 滝川高 田中 75

120083 山神 椋平 啓明高 山神 115601 堀切 敦史 滝川高 堀切

145787 黒﨑 遥斗 兵庫工高 山中 60 188536 岡田 柊 西宮北高 平井 60

113137 甲藤 佑介 兵庫工高 當銘 104394 糸田 圭佑 西宮北高 宮本

163047 山中 翔 宝塚高 64 中前 155361 平井 明日嘉 御影高 64 田中

195833 當銘 龍司 宝塚高 山神 147488 宮本 侑季 御影高 堀切

157930 古後 直樹 市伊丹高 60 125733 藪 馨 甲南高 廣瀬 60

102881 北氏 雄馬 市伊丹高 176880 林 克洋 甲南高 山角

134952 村山 太朗 北摂三田高 中谷 150052 廣瀬 遼 県伊丹高 63 廣瀬

148380 山本 良真 北摂三田高 萩原 156969 山角 靖志 県伊丹高 山角

131950 中谷 友哉 長田高 ＷＯ 中前 111113 末武 知樹 須磨学園高 62 田中

153324 萩原 諒 長田高 山神 121961 松澤 多聞 須磨学園高 堀切

141785 目連 克弥 芦屋学園高 田井 64 125386 中岡 洸樹 村野工高 中岡 61

159187 岡田 海斗 芦屋学園高 小山 103208 米村 拓真 村野工高 米村

164568 田井 佑樹 滝川高 63 野村 154244 赤沼 良祐 三田祥雲館高 ＷＯ 金子

182742 小山 光彦 滝川高 水戸川 171393 田尻 一博 三田祥雲館高 新沼

126937 久保 波輝 須磨東高 久保 60 188845 須永 哲 北摂三田高 金子 60

143736 児玉 祐葵 須磨東高 児玉 121827 角南 瑛浩 北摂三田高 新沼

153735 岡本 龍昇 三田松聖高 ＷＯ 野村 134181 金子 哲也 市西宮高 ｗｏ 金子

153644 伊藤 圭外 三田松聖高 水戸川 127140 新沼 俊介 市西宮高 新沼

169020 野村 泰聖 相生学院高 61 166436 大川 未来 啓明高 64

174176 水戸川 周平 相生学院高 107402 槇尾 駿兵 啓明高

101161 藤原 託世 西宮北高 新野 108669 平井 稜也 川西北陵高 平井

199384 金谷 亮 西宮北高 竹井 118296 西田 京平 川西北陵高 西田

109875 新野 佑太 須磨翔風高 新野 ｗｏ 183862 平田 将大 兵庫高 平田 60

147435 竹井 和佐 須磨翔風高 竹井 161240 木村 祥吾 兵庫高 木村

113157 奥田 大樹 伊川谷北高 62 的場 178620 笠原 光眞 滝川高 60 平井

102606 鳥井 亮吾 伊川谷北高 義根 115038 中村 雅基 滝川高 西田

120015 的場 勝海 伊丹北高 的場 64 192710 岩井 啓悟 神戸科技高 岩井 63

152361 義根 惇司 伊丹北高 義根 115751 木村 達郎 神戸科技高 木村

165504 田中 悠嵯 六甲高 ｗｏ 的場 111288 新納 隼輝 須磨友が丘高 ＷＯ 平井

106288 寺田 泰雅 六甲高 義根 173621 相田 拓夢 須磨友が丘高 西田

114215 大森 椋太 芦屋高 大森 64 149917 本宮 智之 川西緑台高 山崎 62

149470 保元 将希 芦屋高 保元 110883 西沢 和也 川西緑台高 浅野

157456 松元 佑真 宝塚高 榎本 62 129276 橋本 尚樹 伊川谷北高 山崎 63

130495 大谷 大樹 宝塚高 上林 123311 橋本 雅則 伊川谷北高 浅野

129878 榎本 純也 川西緑台高 61 田村 171248 山崎 博道 甲陽高 63 足立

154852 上林 勇貴 川西緑台高 加藤 176662 浅野 瑛介 甲陽高 谷口

156472 中内 亮太 滝川高 中内 61 190909 水田 裕真 須磨翔風高 石川 64

150275 森 純生 滝川高 森 120224 平井 宏太郎 須磨翔風高 宮路

164750 西村 勇海 三田祥雲館高 62 田村 180110 石川 幸佑 三田祥雲館高 64 足立

186850 青木 駿斗 三田祥雲館高 加藤 117254 宮路 裕貴 三田祥雲館高 谷口

117284 田村 智基 神戸科技高 61 坂田 178564 足立 成輝 北須磨高 62 平井

189419 加藤 智太郎 神戸科技高 久乗 116651 谷口 駿平 北須磨高 西田

196276 佛原 諒 三田高 佛原 62 113876 橋本 貫太郎 須磨東高 橋本 62

190028 梅本 康平 三田高 梅本 127330 坂本 怜平 須磨東高 坂本

198530 藤田 宏斗 鳴尾高 池山 63 198241 岡田 康佑 西宮南高 岡田 61

141295 森 公佑 鳴尾高 内藤 189773 石川 蒼 西宮南高 石川

118393 池山 佳希 神戸科技高 61 佛原 153110 尾内 惇平 北摂三田高 ＷＯ 橋本

146668 内藤 雄大 神戸科技高 梅本 159433 吉本 賢司 北摂三田高 坂本

165649 宇治 拓海 兵庫高 宇治 62 174996 荻原 宗惟 芦屋学園高 由井 62

105122 山田 和真 兵庫高 山田 150183 村上 雄大 芦屋学園高 清水

198602 瀬良 圭二郎 北摂三田高 ＷＯ 彌重 147709 由井 大翔 宝塚高 64 橋本

176146 鐵尾 友佑 北摂三田高 渡瀬 195273 清水 康平 宝塚高 坂本

161408 彌重 由宇生 甲陽高 62 坂田 155189 田上 航大 鳴尾高 小阪 61

197693 渡瀬 優輝 甲陽高 久乗 160610 平野 雄也 鳴尾高 田栗

181721 中尾 健一 神戸甲北高 六車 62 162749 小阪 斗麻 西宮今津高 ＷＯ 小阪

149293 吉永 亮平 神戸甲北高 三宮 126220 田栗 颯人 西宮今津高 田栗

112792 六車 友輝 西宮今津高 ＷＯ 坂田 194722 宇野 光人 市伊丹高 64

115778 三宮 大輝 西宮今津高 久乗 112299 新井 祥樹 市伊丹高

158622 堀川 侑汰 三田松聖高 堀川 60 165541 岡田 和也 六甲高 佐々木

124608 熊倉 克弥 三田松聖高 熊倉 156532 岡澤 和也 六甲高 池田

122590 脇 脩斗 西宮南高 ＷＯ 坂田 122183 佐々木 拓海 神戸野田高 ＷＯ

125466 守行 竜哉 西宮南高 久乗 162735 池田 壮馬 神戸野田高

138751 坂田 燎亮 宝塚西高 60

109908 久乗 皓大 宝塚西高
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１７歳男子ダブルス予選

104646 丸岡 健人 三田高 丸岡 154584 山名 弘祥 北摂三田高 山名

187366 細木 悠眞 三田高 細木 111421 大谷 健太 北摂三田高 大谷

134739 中田 智也 須磨学園高 中村 61 176155 山本 凌輔 宝塚東高 寺田 60

152505 小林 裕季 須磨学園高 河野 154745 宮川 晴 宝塚東高 髙橋

195889 中村 祐太 神戸科技高 62 丸岡 151001 寺田 翔 報徳高 63 山名

114364 河野 晴音 神戸科技高 細木 156298 髙橋 幸希 報徳高 大谷

151990 江田 優大 三田祥雲館高 江田 60 176099 豊村 唯人 神戸野田高 西原 62

187644 東屋敷 泰地 三田祥雲館高 東屋敷 192030 山村 一世 神戸野田高 藤田

158977 高橋 慶 兵庫高 ＷＯ） 丸岡 188686 西原 颯太 芦屋高 61 山名

149774 魚谷 大成 兵庫高 細木 139988 藤田 光 芦屋高 大谷

127625 山下 将宙 県伊丹高 内藤 64 199542 大西 祥太 県西宮高 小川 61

183846 林 大智 県伊丹高 百々 164267 古川 直樹 県西宮高 高尾

106958 内藤 丈太郎 西宮北高 内藤 62 183460 水島 大輝 兵庫高 小川 62

166387 百々 亘 西宮北高 百々 124196 森下 寛之 兵庫高 高尾

173877 草野 優一郎 北摂三田高 60 細田 196558 小川 颯太 啓明高 ＷＯ 竹一

156219 緒方 信之介 北摂三田高 森 159009 高尾 優士朗 啓明高 瀧田

137857 竹本 大輔 武庫荘総合高 芝田 61 100228 石原 拓実 西宮東高 石原 62

133343 東矢 大史 武庫荘総合高 田中 105385 小川 諒馬 西宮東高 小川

121979 芝田 健人 伊川谷北高 60 細田 137356 山田 修平 伊丹西高 61 竹一

160601 田中 翔大 伊川谷北高 森 119235 栗野 成樹 伊丹西高 瀧田

136128 細田 和暉 報徳高 60 河本 140108 竹一 憲太朗 雲雀丘高 63 山名

168148 森 貴裕 報徳高 前田 165318 瀧田 修平 雲雀丘高 大谷

100034 河本 大地 伊丹北高 河本 64 124040 長谷 陸寛 西宮今津高 長谷 63

100528 前田 雄大 伊丹北高 前田 105982 兼田 悠暉 西宮今津高 兼田

173056 菅野 元雄 村野工高 長谷川 62 199541 甲斐 一希 須磨学園高 甲斐 64

162352 菅野 光紀 村野工高 大江 116951 上田 圭太郎 須磨学園高 上田

166491 長谷川 勘太 三田高 61 河本 151680 前平 悟史 北摂三田高 63 長谷

199792 大江 孝拓 三田高 前田 110329 吉岡 朋哉 北摂三田高 兼田

170739 石井 大地 宝塚西高 出雲路 60 165848 杉江 直哉 神戸高 曽我部 62

163276 呉藤 優太 宝塚西高 九鬼 162787 加藤 大蔵 神戸高 天野

171916 出雲路 敬 雲雀丘高 ＷＯ 河本 148453 曽我部 泰誠 甲陽高 ＷＯ 長谷

181434 九鬼 良亮 雲雀丘高 前田 169530 天野 佑紀 甲陽高 兼田

169600 池田 雷也 須磨東高 新居 63 110582 経沢 尚輝 神戸高専高 池内 76（3）

112230 松本 凌汰 須磨東高 河本 106693 三宅 優貴 神戸高専高 下家

163728 新居 涼太郎 御影高 62 辻 168007 池内 健太 滝川第二高 ＷＯ 安西

191575 河本 一慶 御影高 藤野 182661 下家 洸一 滝川第二高 稲垣

103927 内山 優太 神港学園高 辻 60 155332 前西 晃人 川西北陵高 井川 60

186113 五島 憲人 神港学園高 藤野 121688 浅井 健哉 川西北陵高 東

155115 辻 拓弥 市西宮高 61 辻 189333 井川 拓也 武庫荘総合高 64 安西

187810 藤野 太門 市西宮高 藤野 141943 東 真央 武庫荘総合高 稲垣

166292 松井 秀憲 県伊丹高 63 173227 安西 悠真 宝塚西高 62

118298 安藤 大生 県伊丹高 194667 稲垣 慶悟 宝塚西高

199821 重松 良太 芦屋学園高 重松 114816 田中 庸介 報徳高 田中

165556 髙橋 海斗 芦屋学園高 髙橋 106721 岡崎 圭 報徳高 岡崎

153018 新井 雅之 報徳高 橋間 60 119331 倉智 翼 雲雀丘高 田淵 60

163597 三木 大輔 報徳高 山下 141825 今里 啓斗 雲雀丘高 久保田

152465 橋間 俊 神戸高 61 重松 198581 田淵 秋来 西宮東高 ＷＯ 田中

118292 山下 颯平 神戸高 髙橋 107865 久保田 周平 西宮東高 岡崎

139973 廣岡 力 兵庫高 植田 61 156255 楠本 遼太 神戸高専高 岸本 62

100149 竹中 太一郎 兵庫高 松岡 166449 西川 宜利 神戸高専高 木村

155251 植田 雅也 県西宮高 60 重松 179283 岸本 利輝 伊川谷北高 ＷＯ 田中

122746 松岡 祥汰 県西宮高 髙橋 169898 木村 力希 伊川谷北高 岡崎

158670 主田 智紀 北摂三田高 松山 62 159887 川端 涼生 県伊丹高 川端 61

194492 臼井 晴紀 北摂三田高 水谷 148759 山城 恒輝 県伊丹高 山城

100331 荒西 宇宙 宝塚東高 松山 62 181539 関 亮介 北須磨高 関 64

153995 柴田 大地 宝塚東高 水谷 140220 木村 建希 北須磨高 木村

174848 松山 将也 芦屋高 60 松山 141728 河合 優 神戸科技高 61 梶川

115694 水谷 翔 芦屋高 水谷 113349 木本 健斗 神戸科技高 藤田

137533 藤田 大輝 川西北陵高 藤田 63 113908 梶川 和毅 須磨学園高 梶川 64

174501 杉尾 雄飛 川西北陵高 杉尾 180212 藤田 雄大 須磨学園高 藤田

184607 中村 圭 神戸高専高 ＷＯ 杉友 104556 野﨑 祐介 三田高 63 梶川

187123 山本 智音 神戸高専高 酒井 165518 別所 克彦 三田高 藤田

107207 杉友 優 甲陽高 60 重松 189372 前田 大樹 県西宮高 62 田中

118892 酒井 拓海 甲陽高 髙橋 120434 山本 匠悟 県西宮高 岡崎

190886 溝口 裕之 報徳高 溝口 64 184034 後藤 啓大 雲雀丘高 後藤 62

107967 前田 秀治 報徳高 前田 138780 松本 一馬 雲雀丘高 松本

118707 井口 卓也 啓明高 井原 76（2） 120003 田中 康将 神戸高 大平 62

124184 齊籐 光汰 啓明高 田中 101765 谷川 斗真 神戸高 寺内

115928 井原 滉太 武庫荘総合高 ＷＯ 溝口 190107 大平 裕亜 西宮北高 64 後藤

147463 田中 貴大 武庫荘総合高 前田 121106 寺内 大地 西宮北高 松本

155738 下所 大輝 伊丹西高 下所 60 174936 池森 太郎 武庫荘総合高 池森 62

161290 清水 峻平 伊丹西高 清水 120014 隅 椎那 武庫荘総合高 隅

126516 森本 幸太郎 滝川第二高 ＷＯ 山口 142546 福田 亮 宝塚東高 62 後藤

161796 奥村 研哉 滝川第二高 古川 156580 近間 大輔 宝塚東高 松本

102230 衣川 幸輝 仁川高 衣川 64 198577 瀬戸 響 北摂三田高 瀬戸 63

115320 宮本 光留 仁川高 宮本 172799 松山 翔 北摂三田高 松山

143064 田中 奏翔 神戸科技高 ＷＯ 山口 131173 原 琢磨 猪名川高 ＷＯ 斉藤

115516 仲村 宏太 神戸科技高 古川 152299 原 啓記 猪名川高 吉竹

169364 野本 楓 須磨学園高 野本 64 104584 林 祐生 兵庫高 笹田 61

122355 丹 駿介 須磨学園高 丹 197356 田中 智也 兵庫高 山下

164497 岡本 絃 神戸野田高 60 山口 187055 笹田 大雅 県西宮高 60 斉藤

182723 為本 尚幸 神戸野田高 古川 186248 山下 楽 県西宮高 吉竹

160008 山口 虎太郎 神戸高専高 60 132960 斉藤 貴哉 鳴尾高 60

118731 古川 大秀 神戸高専高 167313 吉竹 亮 鳴尾高
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117122 角谷 克仁 甲南高 角谷 194735 西田 聖梧 三田高 中山

169788 近田 賢祐 甲南高 近田 131090 廣田 佳大 三田高 大辻

124637 武内 颯希 三田高 桐山 63 164916 中山 要 西宮東高 中山 62

171122 永井 航大 三田高 松森 151510 大辻 勇仁 西宮東高 大辻

116549 桐山 大樹 神戸高 64 角谷 120115 秋田 浩佑 宝塚西高 62 中山

114417 松森 陽 神戸高 近田 143676 佐野 慎一 宝塚西高 大辻

129194 白石 雅秀 三田祥雲館高 小石 63 170530 合田 凌輔 県西宮高 藤田 62

120930 下山 隼太 三田祥雲館高 千川 102141 澤田 駿 県西宮高 岸

173412 小石 基就 神戸科技高 ＷＯ 角谷 159911 藤田 耕平 須磨学園高 61 中山

111985 千川 宗一郎 神戸科技高 近田 187294 岸 慎之輔 須磨学園高 大辻

145666 住田 大和 西宮今津高 宮本 62 192170 山田 翔貴 武庫荘総合高 坂田 61

116982 甲斐 直希 西宮今津高 西田 143072 藤田 佳樹 武庫荘総合高 夜久

120643 石田 拓海 兵庫高 宮本 60 119389 坂田 陸 村野工高 坂田 64

105793 徳 健太郎 兵庫高 西田 108048 夜久 拓夢 村野工高 夜久

156011 宮本 真吾 甲陽高 62 宮本 187142 木村 宗太郎 神戸高 61 松本

163548 西田 秀 甲陽高 西田 176129 三上 祐輔 神戸高 三好

159508 新家 鉄平 鳴尾高 山田 64 190078 相田 晃太郎 北摂三田高 荒井 61

140956 村中 友輝 鳴尾高 吉田 183951 渡辺 悠介 北摂三田高 黒木

181329 山田 弘輝 啓明高 63 弓場上 164989 荒井 海渡 伊川谷北高 ＷＯ 松本

114624 吉田 由太郎 啓明高 加藤 189587 黒木 開登 伊川谷北高 三好

179646 弓場上 隆哉 報徳高 61 角谷 139292 松本 陸 仁川高 61 中山

120426 加藤 遼大 報徳高 近田 161291 三好 莞太 仁川高 大辻

153369 渡辺 優 葺合高 渡辺 63 120556 花田 輝充 甲南高 中野 75

147459 松本 光平 葺合高 松本 171622 望月 赳志 甲南高 津賀

111214 乾 佑太朗 宝塚東高 乾 60 194953 阿部 匠 県伊丹高 中野 ＷＯ

193142 赤西 和希 宝塚東高 赤西 183542 高柳 晴太 県伊丹高 津賀

188039 大谷 海斗 川西緑台高 62 渡辺 159514 中野 勝吾 神港学園高 62 中野

131152 安藝 斗吾 川西緑台高 松本 147828 津賀 知哉 神港学園高 津賀

122682 森田 竣 北摂三田高 森田 61 114757 藤井 雄太 西宮北高 藤井 61

158061 指田 祥多 北摂三田高 指田 143914 上田 千晃 西宮北高 上田

135330 山本 祥吾 伊川谷北高 64 七宮 102902 仙木 健介 北須磨高 75 德田

146886 神林 優 伊川谷北高 中山 173793 中森 雅 北須磨高 小薗

107732 山本 翔太 須磨翔風高 小林 64 123687 實末 翔一 兵庫高 橋本 61

191987 森 光騎 須磨翔風高 永尾 169350 矢原 拓弥 兵庫高 文田

193833 小林 一樹 神戸甲北高 64 七宮 123419 橋本 耕平 報徳高 63 德田

182818 永尾 尚暉 神戸甲北高 中山 123189 文田 勇輝 報徳高 小薗

151269 木戸 来門 芦屋高 福井 61 102638 木村 春杜 神戸高専高 小林 75

120435 宮堺 渉 芦屋高 福川 174319 大谷 陸 神戸高専高 増田

196781 福井 烈 伊丹北高 63 七宮 114461 小林 亮太 雲雀丘高 60 德田

180479 福川 勇汰 伊丹北高 中山 157581 増田 和弘 雲雀丘高 小薗

136878 七宮 裕大 雲雀丘高 60 133109 德田 大輝 市西宮高 60

177768 中山 翔斗 雲雀丘高 114943 小薗 晃大 市西宮高

144908 陸野 悠介 川西北陵高 陸野 143025 湯浅 開斗 相生学院高 藤野

171704 中西 稜 川西北陵高 中西 118416 皮野 陽大 相生学院高 近藤

176229 森 涼太 伊川谷北高 森 60 138514 藤野 誠一 須磨学園高 藤野 76（6）

195757 樽谷 和希 伊川谷北高 樽谷 180761 近藤 崚太 須磨学園高 近藤

161550 竹田 崇人 三田高 61 陸野 113738 岡田 悠希 甲陽高 64 藤野

129354 武村 直輝 三田高 中西 162045 加藤 丸輝 甲陽高 近藤

197298 長安 陽太 市西宮高 長安 62 152623 山本 雄大 西宮今津高 池本 60

111028 権丈 泰希 市西宮高 権丈 137158 山下 修司 西宮今津高 松原

144839 長井 理 甲南高 60 川島 145093 池本 修 北摂三田高 60 藤野

163488 加藤 和樹 甲南高 青木 147793 松原 寛次 北摂三田高 近藤

110382 谷 一輝 宝塚高 谷 64 110371 渡部 颯 滝川第二高 渡部 62

186474 小形 祐貴 宝塚高 小形 147324 岡本 結貴 滝川第二高 岡本

148205 鈴木 雄太 西宮北高 松田 63 166999 蓮井 真樹 伊丹北高 蓮井 63

171842 廣瀬 公人 西宮北高 増田 163880 川西 康矢 伊丹北高 川西

111152 松田 健汰 須磨東高 61 川島 194258 大野 謙介 兵庫高 62 井上

129668 増田 和真 須磨東高 青木 119688 岡田 陽 兵庫高 林出

147704 増本 凛太朗 兵庫工高 増本 60 196814 青井 悠佑 啓明高 下江 63

194095 本田 隼大 兵庫工高 本田 130466 田中 翔 啓明高 中西

136251 申田 龍聖 三田祥雲館高 76（5） 川島 113915 下江 大雅 川西北陵高 63 井上

127280 吉岡 拓海 三田祥雲館高 青木 106093 中西 廉 川西北陵高 林出

123909 川島 大樹 鳴尾高 60 西野 150560 井上 開斗 三田祥雲館高 76（5） 林

194575 青木 祐大 Noah.I.S西宮 桂 152916 林出 孟司 三田祥雲館高 十川

195914 大道 拓実 報徳高 大道 60 198257 徳田 和也 甲南高 松本 61

124463 小野 泰一朗 報徳高 小野 144525 橋本 雄太 甲南高 押場

192518 早野 将右 須磨学園高 大橋 62 156479 増成 貴也 芦屋高 松本 63

171714 甲斐 秀太郎 須磨学園高 吉田 151003 高橋 竜生 芦屋高 押場

183615 大橋 蓮 市伊丹高 61 大道 143097 松本 拓 神戸高専高 62 松本

131501 吉田 智貴 市伊丹高 小野 120112 押場 勇弥 神戸高専高 押場

163729 倉若 龍之介 滝川高 平 62 196419 悦田 颯太 神戸科技高 悦田 64

120065 安井 猛 滝川高 八幡 103587 長峯 健志郎 神戸科技高 長峯

190360 平 康尚 村野工高 63 西野 176508 春日 修造 神戸野田高 61 林

175101 八幡 拓海 村野工高 桂 145546 若林 海斗 神戸野田高 十川

112610 松本 陸 長田高 岡本 61 136526 安武 祐人 西宮東高 安武 60

190889 中野 隆斗 長田高 隅田 171500 平島 和博 西宮東高 平島

169384 岡本 陽太 宝塚西高 61 西野 117307 西村 直起 尼崎稲園高 64 林

162048 隅田 博貴 宝塚西高 桂 180461 奈良 樹 尼崎稲園高 十川

128280 西井 飛智 神戸高 西井 62 184143 宮田 知治 報徳高 若杉 60

167214 岡崎 友時 神戸高 岡崎 129433 前田 龍生 報徳高 田中

199019 菅原 拓実 葺合高 64 西野 134377 若杉 亮汰 宝塚東高 61 林

156605 池田 一真 葺合高 桂 163339 田中 隼人 宝塚東高 十川

183033 西野 耀平 RITS 63 120045 林 俊哉 神大中等高 60

116584 桂 知弘 甲陽高 117077 十川 拓未 神大中等高
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