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240586 山本 汐音 市伊丹高 山本 247771 大川 和愛 葺合高 大川

276899 清家 はるか 市伊丹高 清家 284926 大迫 成美 葺合高 大迫
214750 中寺 万柚子 三田祥雲館高 中村 63 276921 岩崎 あきほ 北摂三田高 岩崎 63
273711 藤田 夏希 三田祥雲館高 川上 288342 居内 楓 北摂三田高 居内
225583 中村 優生 武庫荘総合高 63 山本 256586 髙須 美久 武庫荘総合高 63 大川

238267 川上 希望 武庫荘総合高 清家 222374 高寺 莉子 武庫荘総合高 大迫
258588 秋本 まわり 西宮北高 平岡 60 222441 津禰鹿 すみれ 長田高 津禰鹿 61
244188 磯村 みなみ 西宮北高 岩﨑 280704 久冨 詩織 長田高 久冨
200396 平岡 優衣 葺合高 62 山本 228789 齋竹 ふたば 西宮南高 60 大川

231266 岩﨑 理沙子 葺合高 清家 268316 内八重 美咲 西宮南高 大迫
209393 溝口 早輝 伊丹北高 溝口 62 237941 伴 彩音 三田祥雲館高 山本 62
259218 小砂 彩 伊丹北高 小砂 238095 沖 彩乃 三田祥雲館高 大井
236344 溝畑 美保 須磨友が丘高 60 溝口 221674 山本 真未 啓明高 60 山野

221340 上嶋 葵 須磨友が丘高 小砂 299491 大井 聖花 啓明高 井口
211782 尾田 美月 神大中等高 久本 60 225385 山野 有彩 須磨学園高 山野 61
211783 田中 千尋 神大中等高 平井 235681 井口 彩香 須磨学園高 井口
267974 久本 真菜 須磨学園高 60 山本 206988 山﨑 桃果 長田高 64 大川

262019 平井 遥 須磨学園高 清家 213986 岡本 真依 長田高 大迫
215718 太田 菜月 葺合高 太田 64 240940 酒井 美裕 三田祥雲館高 酒井 62
266085 久間田 好美 葺合高 久間田 201178 星野 有美 三田祥雲館高 星野
246778 立花 楓子 北摂三田高 立花 60 217364 奥野 佑菜 猪名川高 奥野 61
200402 小林 愛子 北摂三田高 小林 296215 大橋 果林 猪名川高 大橋

286952 石井 美佐 西宮南高 WO 太田 202685 細田 眞衣 雲雀丘高 61 酒井

215149 田中涼 涼香 西宮南高 久間田 234409 加地 玲菜 雲雀丘高 星野
270024 須磨 菜摘 県伊丹高 須磨 60 285439 太田 莉香子 県伊丹高 白石 62
238154 藤田 紗映理 県伊丹高 藤田 211434 原 紀香 県伊丹高 竹本
207161 佐川 朱音 三田祥雲館高 62 山本 285005 白石 真子 宝塚北高 75 塩田

209479 志方 美月 三田祥雲館高 朝長 230073 竹本 くるみ 宝塚北高 田中
263291 藤見 若奈 宝塚西高 藤見 61 207950 山本 真帆 伊丹北高 相本 64
256708 長谷部 友菜 宝塚西高 長谷部 208866 中島 桃佳 伊丹北高 山本
264129 富島 かなえ 神戸野田高 60 山本 244811 相本 夏樹 園田高 64 塩田

217320 日南 絢理 神戸野田高 朝長 239574 山本 実沙 園田高 田中

203414 那須 菜緒 川西北陵高 川上 63 261914 日高 麻美 宝塚東高 塩田 76（8）

250069 加茂 月那 川西北陵高 藤野 269701 奥野 日向子 宝塚東高 田中
204137 川上 菜摘 星陵高 61 山本 219362 塩田 真由 神戸野田高 62 塩田

226779 藤野 佑紀 星陵高 朝長 234756 田中 咲耶 神戸野田高 田中
211079 山本 理香子 川西緑台高 62 279257 石川 穂乃香 川西緑台高 76（2）

211649 朝長 円花 川西緑台高 295938 和泉 七瀬 川西緑台高

211910 砂山 未来 三田高 砂山 208718 玉川 佳奈妥 芦屋学園高 玉川

211911 福田 麻紀 三田高 福田 226873 鎌田 夏海 芦屋学園高 鎌田
280705 岡崎 由夏 星陵高 岡崎 62 210268 松本 怜奈 神戸野田高 前田 60
274251 山下 奈々 星陵高 山下 205525 西川 沙菜 神戸野田高 柏本
287810 高取 愛梨 神戸野田高 WO 高垣 271491 前田 梨紗 兵庫高 60 玉川

232568 森橋 真希 神戸野田高 向井 214747 柏本 ゆかり 兵庫高 鎌田
219335 沼田 華佳 西宮北高 高垣 63 265216 金城 瞳 須磨友が丘高 金城 60
255137 占部 結衣 西宮北高 向井 295650 大前 香央莉 須磨友が丘高 大前
208231 高垣 里実 夙川高 61 高垣 209511 吉田 美玖 葺合高 63 玉川

211746 向井 麗美 夙川高 向井 214858 中平 結夏 葺合高 鎌田
274370 加藤 あさひ 三田祥雲館高 加藤 61 208268 片山 尚佳 北摂三田高 稲田 61
242476 田中 美帆 三田祥雲館高 田中 213697 厳 キララ 北摂三田高 仲
219757 田中 杏奈 市伊丹高 60 魚住 292346 稲田 有紗 西宮北高 62 冨田

297825 福田 萌々香 市伊丹高 東 260698 仲 真実 西宮北高 木村
212620 魚住 さくら 宝塚西高 魚住 64 228003 永野 笑佳 宝塚高 冨田 61
257879 東 佑香 宝塚西高 東 252279 亀山 亜美 宝塚高 木村
203345 今井 星菜 宝塚東高 60 高垣 238438 冨田 結未 啓明高 75 玉川

201417 谷杉 里佳 宝塚東高 向井 283889 木村 咲 啓明高 鎌田
233134 今村 愛理 星陵高 今村 61 208172 小倉 真紀 星陵高 小倉 61
235822 浦田 春菜 星陵高 浦田 264660 西村 幸穂 星陵高 西村

240046 山下 真実 北摂三田高 天野 60 293324 楠原 理子 武庫荘総合高 國重 63
232177 荒井 理佐子 北摂三田高 美濃 268372 岡田 莉佳 武庫荘総合高 岡
268758 天野 優花 有馬高 64 今村 271144 國重 舞 宝塚西高 WO 小倉

220388 美濃 葵 有馬高 浦田 292978 岡 江里加 宝塚西高 西村

228854 下村 遥 尼崎稲園高 安満 64 289536 吉澤 めい 県伊丹高 壱﨑 64
236631 岡村 晶 尼崎稲園高 城田 295275 中村 若菜 県伊丹高 松尾
215158 安満 めぐみ 県伊丹高 64 西原 270658 壱﨑 真由 西宮南高 62 小倉

240455 城田 萌恵乃 県伊丹高 細見 231831 松尾 絵睦 西宮南高 西村

224821 前田 悠花 須磨友が丘高 和田 61 229828 西原 沙紀 川西北陵高 伊藤 63
258530 福永 菜々子 須磨友が丘高 福岡 236649 川関 愛 川西北陵高 石本
296737 和田 薫子 葺合高 61 西原 210861 伊藤 万由花 須磨学園高 64 岩井

299937 福岡 奈央 葺合高 細見 267095 石本 紗代 須磨学園高 西村

202503 江本 有咲 雲雀丘高 棟久 61 202378 森田 菜月 三田祥雲館高 守田 62
297442 河村 莉依 雲雀丘高 棟久 291035 木村 彩代 三田祥雲館高 杉本
251734 棟久 美奈 川西北陵高 61 西原 298990 守田 薫世 伊丹北高 61 岩井

259057 棟久 亜美 川西北陵高 細見 219972 杉本 唯 伊丹北高 西村
226885 西原 みゆき 三田祥雲館高 63 260735 岩井 結莉 県伊丹高 60
201695 細見 優花 三田祥雲館高 257121 西村 梨那 県伊丹高
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211969 光久 由莉 難波徹NAMP 藤井 211683 岡本 夏子 市西宮高 岡本

211970 水田 萌 難波徹NAMP 川添 282097 橘 萌乃香 市西宮高 橘
234726 藤井 莉子 市伊丹高 藤井 62 286785 山本 彩月 西宮南高 福井 60
230182 川添 美七海 市伊丹高 川添 291902 酒井 優衣 西宮南高 堀
224018 加茂 留奈 三田祥雲館高 60 藤井 227412 福井 遥香 三田祥雲館高 WO 岡本

221841 遠藤 咲希 三田祥雲館高 川添 248955 堀 仁美 三田祥雲館高 橘
242717 角谷 美月 宝塚東高 前田 61 266970 宇佐見 愛香 園田高 宇佐見 75
215659 石崎 なみえ 宝塚東高 福田 284535 中島 紗希 園田高 中島
239100 前田 千華 有馬高 60 藤井 274191 福川 未来 猪名川高 61 三藤

271197 福田 紗矢 有馬高 川添 220028 片岡 多恵 猪名川高 三藤
225283 清末 月梨 園田高 北坂 63 265942 灘本 未来 宝塚北高 灘本 62
219714 大熊 菜月 園田高 長尾 238755 鈴木 さおり 宝塚北高 鈴木
248126 北坂 杏莉 西宮北高 63 北坂 215831 野原 玲香 北摂三田高 60 三藤

211001 長尾 葉月 西宮北高 長尾 212949 深山 華手那 北摂三田高 三藤
226858 春名 沙紀 県伊丹高 春名 63 210120 三藤 万琳 神戸高 三藤 61
239122 小林 なな子 県伊丹高 小林 254582 三藤 仁以那 神戸高 三藤

204026 藤井 麻帆 北摂三田高 76（3） 十倉 289453 山村 ひかる 北須磨高 WO 三藤

240915 武本 由衣 北摂三田高 石野 209802 小杉 亜佐実 北須磨高 三藤
207707 中村 青依 須磨学園高 中村 64 210770 赤木 野乃花 長田高 岡野 61
226336 住田 香 須磨学園高 住田 244754 中桐 茉咲 長田高 久松
203100 金谷 葉奈 宝塚東高 金谷 60 259975 多田菜 菜摘 神戸野田高 岡野 61
297031 藤田 美香 宝塚東高 藤田 214340 池田 こころ 神戸野田高 久松
280111 下野 萌香 川西緑台高 60 中村 211901 岡野 理恵 啓明高 61 岡野

296435 高木 優奈 川西緑台高 住田 211903 久松 優理香 啓明高 久松
288975 井岡 泉 葺合高 井岡 63 290575 小坂 美樹 県伊丹高 松下 61
255973 西谷 更紗 葺合高 西谷 234794 川本 夏菜 県伊丹高 衣巻
284389 梶原 遥香 北摂三田高 62 十倉 244036 松下 真奈 須磨友が丘高 WO 稲角

240222 菊池 美咲 北摂三田高 石野 218609 衣巻 夏実 須磨友が丘高 西垣
291857 朝隈 聖奈 仁川高 朝隈 76（2） 245478 後藤 彩乃 武庫荘総合高 稲角 62
234310 包 茉由 仁川高 包 242956 戸田 美歩 武庫荘総合高 西垣
271173 西岡 美帆 須磨友が丘高 62 十倉 209910 稲角 歩美 北摂三田高 61 稲角

272813 富永 帆南 須磨友が丘高 石野 210138 西垣 南歩 北摂三田高 西垣

218978 西門 未帆 雲雀丘高 小島 76（4） 220946 佐藤 夏歩 伊丹北高 伊藤 62
215366 馬場 美里 雲雀丘高 多田 200212 大形 実穂 伊丹北高 中谷
211686 小島 もも 長田高 WO 十倉 223096 伊藤 智美 舞子高 63 小島

226591 多田 実鈴 長田高 石野 247006 中谷 純華 舞子高 内田
210266 十倉 友希乃 宝塚高 61 279846 小島 万歩 宝塚東高 61
268089 石野 瑞稀 宝塚高 223440 内田 千尋 宝塚東高

210650 吉塚 碧 長田高 吉塚 266541 橋本 菜那 西宮東高 橋本

200578 鳥越 みき 長田高 鳥越 260410 藤谷 ほのか 西宮東高 藤谷
286173 大西 彩也咲 西宮東高 大西 61 234521 二藤 菜緒 三田高 二藤 63
282395 須田 生吹 西宮東高 須田 211909 木全 加奈 三田高 木全

206026 寺田 うた 北摂三田高 60 石原 248536 片山 あかり 伊丹北高 64 橋本

235901 永原 幸奈 北摂三田高 池田 298306 福井 菜緒 伊丹北高 藤谷
208717 石原 千穂 葺合高 石原 62 285515 田坂 真菜 葺合高 田坂 60
209320 池田 ありさ 葺合高 池田 288061 黒田 彩果 葺合高 黒田

279951 國久 夏花 神大中等高 60 石原 217743 渡部 志帆 西宮南高 75 土井

227003 増田 こころ 神大中等高 池田 221114 岡本 有紗 西宮南高 多田
215708 野崎 友美 市西宮高 野崎 62 277772 奥田 澪奈 長田高 奥田 63
269589 弘内 玖美 市西宮高 弘内 290588 松永 彩花 長田高 松永

200335 中川 優梨奈 県伊丹高 60 中山 208381 仲本 麗 北摂三田高 61 土井

253965 寺岡 茉音 県伊丹高 前田 246685 田村 昇子 北摂三田高 多田

257766 大谷 香菜子 神戸野田高 中山 63 288476 加藤 瑞紀 猪名川高 土井 61
213345 桑原 楓 神戸野田高 前田 272959 小林 千紘 猪名川高 多田
204003 中山 美樹 西宮東高 61 石原 255725 土井 彩加 神戸野田高 60 太田

241805 前田 瑞歩 西宮東高 池田 270694 多田 渚 神戸野田高 船引
210459 廣岡 栞菜 須磨学園高 廣岡 62 221504 濱口 理彩 須磨友が丘高 木村 62
202305 荒川 理紗 須磨学園高 荒川 211704 平田 歌穂 須磨友が丘高 藤
297079 原 夕季 宝塚北高 蟹山 61 261523 木村 百伽 神戸野田高 62 木村

296595 杉山 舞衣 宝塚北高 廣瀬 293228 藤 希帆 神戸野田高 藤
201143 蟹山 郁花 三田祥雲館高 60 廣岡 264258 渡辺 麻優子 武庫荘総合高 山田 60
268068 廣瀬 理菜 三田祥雲館高 荒川 206674 新谷 百合 武庫荘総合高 竹中
283937 塩谷 楓 有馬高 北田 63 273663 山田 彩奈 兵庫高 62 太田

228891 畑 日菜子 有馬高 池永 294945 竹中 美悠 兵庫高 船引
293854 北田 未優 伊丹西高 64 反橋 203928 久保 春香 宝塚高 矢倉 60
299300 池永 葵 伊丹西高 室屋 201576 水口 愛菜 宝塚高 秋山
213459 長谷川 美沙 芦屋高 長谷川 61 275353 矢倉 舞花 宝塚西高 63 太田

216676 能美 綾乃 芦屋高 能美 210111 秋山 カレン 宝塚西高 船引

265520 井上 菜美 須磨友が丘高 64 反橋 253035 畑中 鈴那 三田祥雲館高 松本 60
295959 中村 千秋 須磨友が丘高 室屋 257967 上仲 佑果 三田祥雲館高 渡辺
221405 西村 夏美 園田高 西村 60 200445 松本 華琳 県伊丹高 61 太田

202012 小西 桃香 園田高 小西 241010 渡辺 穂風 県伊丹高 船引
242280 深町 葉月 宝塚東高 75 反橋 265868 太田 菜緒 須磨学園高 63
225453 吉田 理子 宝塚東高 室屋 209259 船引 聴子 須磨学園高
211907 反橋 七海 啓明高 60
231720 室屋 花恋 啓明高

17

18

10

11

12

13

14

15

5

6

7

8

9

16

18

19

1

2

3

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

18

1

2

3

4

5

1919

4

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

3

4

5

1

2

16

17

18

8

7

11

13

12

3

1

⑦ ⑧

14

15

6

9

10

4

5

2

⑤ ⑥


