
　２０２１年度兵庫県空手道選手権大会(前期少年大会)

　今回の大会の参加者登録内容を、お知らせします。

　※備考・訂正等に【要連絡】の記載のある方は、事務局へご連絡ください。

登録番号 評議員名 登録者名 性別 所属
009-011 内山　大志 佐々木　柑奈 女 神戸　小部東小 小６女形 小６女組
013-159 髙橋　誠彦 岩本　百夏 女 芦屋　精道小 小５女形
014-060 安井　淳 松川　恵美 女 伊丹　稲野小 小６女形 小６女組
014-065 安井　淳 国方　翔真 男 伊丹　摂陽小 小６男形 小６男組
014-066 安井　淳 国方　陸 男 伊丹　摂陽小 小４男形 小４男組
014-067 安井　淳 谷口　稜介 男 伊丹　摂陽小 小５男形 小５男組
014-068 安井　淳 鎌田　華穂 女 伊丹　摂陽小 小５女形 小５女組
014-070 安井　淳 藤本　康誠 男 伊丹　摂陽小 小５男形 小５男組
014-071 安井　淳 藤本　耀太 男 伊丹　摂陽小 小３男形 小３男組
018-099 灰佐　信祐 前田　幸村 男 神戸　本庄小 小３男形 小３男組
020-048 門﨑　博臣 芦田　匠 男 神戸　御影北小 小６男形 小６男組
020-049 門﨑　博臣 水野　瑛斗 男 神戸　本山第二小 小６男形 小６男組
020-057 門﨑　博臣 空野　琥太郎 男 神戸　高羽小 小６男形 小６男組
020-059 門﨑　博臣 水野　杏時 男 神戸　本山第二小 小２男形 小２男組
020-060 門﨑　博臣 山口　礼央 男 神戸　本山第二小 小２男形 小２男組
020-061 門﨑　博臣 空野　龍臣 男 神戸　高羽小 小４男形 小４男組
022-074 入潮　賢和 籔下　大夢 男 赤穂　高雄小 小６男形 小６男組
022-075 入潮　賢和 三村　真央 女 赤穂　坂越小 小６女形 小６女組
022-095 入潮　賢和 瀧口　鉄太 男 赤穂　御崎小 小４男組
022-096 入潮　賢和 籔下　夢希 男 赤穂　高雄小 小３男形 小３男組
022-100 入潮　賢和 瀧口　美子 女 赤穂　御崎小 小２女組
022-102 入潮　賢和 松平　幸之助 男 赤穂　御崎小 小５男形 小５男組
022-106 入潮　賢和 松平　倫太郎　 男 赤穂　御崎小 小１男形
022-107 入潮　賢和 荒木　陽幸 男 赤穂　城西小 小５男形 小５男組
022-108 入潮　賢和 吉田　藍音 男 赤穂　御崎小 小１男形
029-177 田山　利哉 北風　慶一 男 神戸　雲中小 小４男形 小４男組
029-178 田山　利哉 林　陸太 男 神戸　上筒井小 小５男形 小５男組
029-179 田山　利哉 林　貫太 男 神戸　上筒井小 小５男形 小５男組
029-180 田山　利哉 林　晴太 男 神戸　上筒井小 小３男形 小３男組

※このデータは、３月１９日(金)ＰＭまでに事務局に申込・訂正等が到着した内容を掲載しています。以降、順次更新後掲載いたします。

「令和３年度第５４回兵庫県空手道選手権大会(前期少年大会)は、６月２６日／兵庫県立武道館に延期されました。

種目名 備考・訂正等

TEL：０７８－８９１－６６５１　／　FAX：０７８－２４２－０７０１　／　E-Mail：info@hyokuren.jp

※延期に関する詳細が、近々お届けいたします。

兵庫県空手道連盟　事務局

　※誤りがあれば、３月２２日(月)ＰＭ５:００までに、通知してください。　※種目名に「【SEED】」表示の選手は、シード選手です。



登録番号 評議員名 登録者名 性別 所属 種目名 備考・訂正等

029-181 田山　利哉 䋆田　健豊 男 神戸　上筒井小 小４男形 小４男組【SEED】
029-182 田山　利哉 横山　瞭真 男 神戸　住吉小 小２男形 小２男組
029-183 田山　利哉 吉岡　蒼偉 男 神戸　中央小 小５男形 小５男組
033-199 稲垣　敏宏 西田　一葉 男 豊岡　田鶴野小 小５男形
033-200 稲垣　敏宏 吉田　陽咲 女 豊岡　日高小 小５女組
033-202 稲垣　敏宏 阪根　勇斗 男 豊岡　田鶴野小 小５男形 小５男組
033-211 稲垣　敏宏 井上　琉惺 男 豊岡　小坂小 小４男形 小４男組
034-070 植田　次光 冨成　琉聖 男 明石　明石小 小６男形 小６男組
034-071 植田　次光 松本　梨希 女 明石　大観小 小３女組
034-072 植田　次光 大濱　維心 男 神戸　舞多聞小 小３男組
046-088 杉田　秋恵 片岡　虹心 女 神戸　板宿小 小６女形 小６女組
046-090 杉田　秋恵 中安　絢香 女 神戸　蓮池小 小６女形
046-097 杉田　秋恵 江川　市華 女 神戸　板宿小 小５女形 小５女組
046-098 杉田　秋恵 鳥井　千優 女 神戸　五位の池小 小３女形 小３女組
046-099 杉田　秋恵 加藤　晴彬 男 神戸　板宿小 小４男形 小４男組
046-100 杉田　秋恵 加藤　尚隆 男 神戸　板宿小 小２男形 小２男組
050-153 村田　勲 中松　大峨 男 西宮　樋ノ口小 小５男形【SEED】 小５男組
050-154 村田　勲 松本　琉花 女 西宮　樋ノ口小 小５女形 小５女組
050-165 村田　勲 稲田　千佳子 女 西宮　樋ノ口小 小５女形
050-166 村田　勲 川田　蒼之介 男 西宮　上ヶ原小 小６男形 小６男組
050-168 村田　勲 小山　漣太郎 男 西宮　苦楽園小 小４男形 小４男組
050-170 村田　勲 杉本　紗良 女 関西国際学園初等部 小５女形
050-174 村田　勲 植村　栄太 男 西宮　西宮浜義務教育学校 小６男形
050-179 村田　勲 川田　寧々 女 西宮　上ヶ原小 小４女形
050-187 村田　勲 松下　想奈 女 尼崎　武庫東小 小５女形 小５女組
050-190 村田　勲 稲田　陽人 男 西宮　樋ノ口小 小４男形
050-191 村田　勲 中松　琉南 女 西宮　樋ノ口小 小３女形 小３女組
050-193 村田　勲 櫻田　蓮太郎 男 西宮　大社小 小６男形
050-194 村田　勲 小山　蒼士郎 男 西宮　苦楽園小 小２男形 小２男組
050-196 村田　勲 松本　桃佳 女 西宮　樋ノ口小 小２女形
050-198 村田　勲 櫻田　一禾 女 西宮　大社小 小１女形
050-201 村田　勲 岩田　旭陽 男 宝塚　仁川小 小１男形 小１男組
050-202 村田　勲 米田　馴平 男 西宮　樋ノ口小 小１男形 小１男組
054-227 石川　保人 杉山　紗羅 女 神戸　井吹の丘小 小４女形 小４女組
054-228 石川　保人 吉川　亜里 女 神戸　井吹の丘小 小４女形 小４女組
054-233 石川　保人 奥山　千璃 女 神戸　井吹の丘小 小６女形 小６女組
054-238 石川　保人 西岡　蒼高 男 神戸　井吹東小 小５男形 小５男組
054-240 石川　保人 中井　一花 女 神戸　井吹の丘小 小６女形 小６女組
054-243 石川　保人 前田　碧絆 男 神戸　桜が丘小 小４男形 小４男組



登録番号 評議員名 登録者名 性別 所属 種目名 備考・訂正等

054-252 石川　保人 和田　丈太郎 男 神戸　桜が丘小 小３男形
054-259 石川　保人 福井　敢太 男 三木　緑が丘小 小５男形 小５男組
054-260 石川　保人 福井　美月 女 三木　緑が丘小 小２女形 小２女組
054-262 石川　保人 西岡　采音 女 神戸　井吹東小 小１女形 小１女組
054-263 石川　保人 吉川　道真 男 神戸　井吹の丘小 小１男形 小１男組
055-115 石飛　数男 海野　湊 男 神戸　舞多聞小 小５男形【SEED】 小５男組
055-117 石飛　数男 大山　愛友奈 女 神戸　東町小 小５女形【SEED】 小５女組
055-118 石飛　数男 森　美糸 女 神戸　小束山小 小５女形【SEED】 小５女組
055-119 石飛　数男 山野　稜真 男 神戸　東須磨小 小６男形【SEED】 小６男組
055-123 石飛　数男 谷川　泰健 男 神戸　小寺小 小５男形 小５男組
055-124 石飛　数男 中谷　優七 女 神戸　名谷小 小５女形 小５女組
055-132 石飛　数男 濱澤　慧哉 男 神戸　井吹西小 小４男形【SEED】 小４男組
055-133 石飛　数男 神川　悟 男 神戸　東町小 小４男形 小４男組
055-139 石飛　数男 安藤　銀士 男 神戸　小寺小 小３男形【SEED】 小３男組
055-140 石飛　数男 小林　凌大 男 神戸　小寺小 小３男形 小３男組
055-141 石飛　数男 渡邉　丈 男 神戸　小寺小 小３男形 小３男組
055-143 石飛　数男 丑田　紗咲 女 神戸　舞多聞小 小３女形 小３女組【SEED】
055-145 石飛　数男 畑　皇成 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
055-146 石飛　数男 森脇　理葵 女 神戸　竹の台小 小５女形 小５女組
055-147 石飛　数男 森脇　大惺 男 神戸　竹の台小 小３男形 小３男組
055-151 石飛　数男 藤本　悠真 男 神戸　多聞東小 小６男形 小６男組
055-152 石飛　数男 高橋　慶多 男 神戸　東舞子小 小３男形 小３男組
055-153 石飛　数男 高橋　明日香 女 神戸　東舞子小 小５女形 小５女組
055-154 石飛　数男 原田　湊大 男 神戸　桂木小 小４男形 小４男組
055-155 石飛　数男 中谷　琉偉 男 神戸　名谷小 小２男形 小２男組
055-157 石飛　数男 兼田　健志 男 神戸　小寺小 小２男形 小２男組
055-158 石飛　数男 渡邉　小由芽 女 神戸　小寺小 小６女形 小６女組
055-159 石飛　数男 川西　雄大 男 神戸　小寺小 小２男形 小２男組
055-160 石飛　数男 髙岡　航丞 男 神戸　美賀多台小 小２男形 小２男組
055-161 石飛　数男 許斐　柊太 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
055-162 石飛　数男 許斐　涼介 男 神戸　舞多聞小 小１男形 小１男組
055-163 石飛　数男 森　雫月 女 神戸　小寺小 小３女形 小３女組
055-164 石飛　数男 新名　彩加 女 神戸　小寺小 小３女形 小３女組
055-165 石飛　数男 森　菜々美 女 神戸　白川小 小５女形 小５女組
055-166 石飛　数男 畠山　慶士 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
055-167 石飛　数男 畠山　奈穂 女 神戸　舞多聞小 小１女形 小１女組
055-168 石飛　数男 丑田　一翔 男 神戸　舞多聞小 小１男形 小１男組
055-169 石飛　数男 藤田　未來 女 神戸　小寺小 小３女形 小３女組
055-170 石飛　数男 竹内　柚希 男 神戸　桂木小 小１男形 小１男組



登録番号 評議員名 登録者名 性別 所属 種目名 備考・訂正等

055-171 石飛　数男 竹内　和翔 男 神戸　桂木小 小４男形 小４男組
055-172 石飛　数男 竹内　陽真 男 神戸　桂木小 小５男組
055-173 石飛　数男 森　奏介 男 神戸　白川小 小２男形 小２男組
055-174 石飛　数男 髙岡　春帆 女 神戸　美賀多台小 小５女形 小５女組
057-045 堀川　真一 本井　真里奈 女 宝塚　西山小 小６女形 小６女組
057-052 堀川　真一 吉田　帆里 女 宝塚　宝塚第一小 小６女形 小６女組
057-054 堀川　真一 田島　連大 男 宝塚　西山小 小５男形 小５男組
057-055 堀川　真一 森本　あかり 女 宝塚　宝塚第一小 小５女形 小５女組【SEED】
057-056 堀川　真一 伊波　茉莉 女 宝塚　光明小 小４女形 小４女組
057-058 堀川　真一 秋山　真利奈 女 宝塚　西山小 小５女形 小５女組【SEED】
057-060 堀川　真一 中島　望菜 女 宝塚　西山小 小３女形【SEED】 小３女組【SEED】
057-061 堀川　真一 小畑　優斗 男 宝塚　逆瀬台小 小３男形 小３男組
057-062 堀川　真一 川内　裕太 男 宝塚　逆瀬台小 小３男形 小３男組
057-063 堀川　真一 鍜治　壮多 男 宝塚　西山小 小３男形 小３男組
057-064 堀川　真一 大平　正親 男 宝塚　西山小 小３男形 小３男組
057-067 堀川　真一 門　良奈 女 宝塚　西山小 小２女形 小２女組
057-068 堀川　真一 伊波　大芽 男 宝塚　光明小 小２男形 小２男組
057-069 堀川　真一 樋口　然 男 宝塚　西山小 小２男形 小２男組
057-070 堀川　真一 竹矢　悠真 男 宝塚　西山小 小２男形 小２男組
057-072 堀川　真一 井野　天吾 男 宝塚　西山小 小３男形 小３男組
057-073 堀川　真一 秋山　拓利 男 宝塚　西山小 小１男形 小１男組
057-074 堀川　真一 高尾　龍 男 宝塚　宝塚第一小 小３男形 小３男組
057-075 堀川　真一 松島　遥輝 男 宝塚　宝塚第一小 小３男形 小３男組
057-076 堀川　真一 夏山　結羽 女 宝塚　西山小 小４女形 小４女組
060-157 大西　佳治 阿部　遥人 男 尼崎　下坂部小 小３男形
060-158 大西　佳治 松岡　巧 男 尼崎　小園小 小３男形
060-159 大西　佳治 浅田　悠翔 男 尼崎　小園小 小３男形
060-160 大西　佳治 岡井　純星 男 伊丹　緑丘小 小５男形
064-145 加古　淳 金谷　颯 男 姫路　手柄小 小６男形 小６男組
064-147 加古　淳 上山　花蓮 女 姫路　広峰小 小６女形【SEED】 小６女組
064-153 加古　淳 有田　こころ 女 姫路　荒川小 小６女形 小６女組【SEED】
064-157 加古　淳 原田　豊旦 男 姫路　荒川小 小６男形 小６男組
064-159 加古　淳 山本　鈴 女 姫路　荒川小 小６女形 小６女組
064-161 加古　淳 樫谷　勇紀 男 姫路　手柄小 小５男形 小５男組
064-164 加古　淳 郷原　陽菜 女 姫路　四郷小 小５女形 小５女組
064-165 加古　淳 會町　心陽 男 姫路　荒川小 小４男形 小４男組
064-166 加古　淳 鎌田　凌太朗 男 姫路　手柄小 小５男形 小５男組
064-167 加古　淳 郷原　莉音 女 姫路　四郷小 小４女形 小４女組
064-168 加古　淳 畑中　優那 女 姫路　荒川小 小４女形 小４女組
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064-172 加古　淳 鎌田　眞太朗 男 姫路　手柄小 小３男形 小３男組
064-173 加古　淳 三ヶ島　柚葉 女 姫路　荒川小 小４女形 小４女組
064-174 加古　淳 海原　翼 男 姫路　城西小 小６男形 小６男組
064-175 加古　淳 河野　翔輝亜 男 姫路　手柄小 小３男形 小３男組
064-176 加古　淳 樫谷　綾人 男 姫路　手柄小 小２男形 小２男組
064-177 加古　淳 三ケ島　楓菜 女 姫路　荒川小 小２女形 小２女組
064-179 加古　淳 山本　華音 女 姫路　荒川小 小４女形 小４女組
064-180 加古　淳 中島　汐音 男 姫路　荒川小 小５男形 小５男組
065-231 川畑　髙明 楊　向日葵 女 神戸　港島学園小 小５女形 小５女組
065-232 川畑　髙明 福村　葵生 女 神戸　魚崎小 小５女形 小５女組
065-240 川畑　髙明 笠井　壱星 男 神戸　港島学園小 小４男形 小４男組
065-242 川畑　髙明 丸木　仁胡 女 神戸　魚崎小 小６女形 小６女組
065-244 川畑　髙明 上野　藍莉 女 神戸　御影小 小６女形 小６女組
065-247 川畑　髙明 瓜谷　凌輔 男 神戸　魚崎小 小２男組
065-250 川畑　髙明 福村　彩生 女 神戸　魚崎小 小１女形
075-034 花尾　廣隆 竹内　花梨 女 西宮　今津小 小５女形 小５女組
075-035 花尾　廣隆 大杉　歩希 女 西宮　今津小 小５女形 小５女組
075-039 花尾　廣隆 大杉　七嘉 女 西宮　今津小 小２女形 小２女組
075-042 花尾　廣隆 五十川　柑梛 女 西宮　今津小 小４女形
075-043 花尾　廣隆 五十川　寧々 女 西宮　今津小 小５女形
077-205 濵脇　善之助 宮本　一輝 男 尼崎　武庫北小 小６男形 小６男組
077-216 濵脇　善之助 椎谷　雄樹 男 伊丹　桜台小 小６男形
077-219 濵脇　善之助 天野　潤 男 伊丹　有岡小 小４男形 小４男組
077-223 濵脇　善之助 堀　櫂斗 男 伊丹　花里小 小６男形 小６男組
077-224 濵脇　善之助 黒田　颯介 男 尼崎　武庫北小 小６男形 小６男組
081-113 森岡　進 中村　洸太 男 神戸　高丸小 小５男形
083-068 吉田　博 小野田　柚輝 男 加古川　尾上小 小６男組
083-072 吉田　博 脇　菜々美 女 姫路　広峰小 小３女形 小３女組
083-073 吉田　博 黒田　夢里 女 姫路　野里小 小３女形 小３女組
083-074 吉田　博 高田　悠獅 男 姫路　砥堀小 小５男形 小５男組
088-101 安積　義勝 矢部　心花 女 姫路　高岡西小 小６女形【SEED】
094-109 飯田　進一郎 岩本　京介 男 三木　緑が丘東小 小６男形 小６男組
094-110 飯田　進一郎 上山　幸輝 男 三木　緑が丘小 小６男形 小６男組
094-111 飯田　進一郎 松永　虎汰郎 男 三木　緑が丘小 小６男形 小６男組
094-116 飯田　進一郎 植田　琉斗 男 三木　緑が丘小 小６男形 小６男組
094-119 飯田　進一郎 岩本　有希 女 三木　緑が丘東小 小４女形 小４女組
094-123 飯田　進一郎 谷口　蒼空 男 神戸　月が丘小 小５男形 小５男組
094-124 飯田　進一郎 森元　奏理 女 三木　緑が丘東小 小５女形 小５女組
094-125 飯田　進一郎 森元　星人 男 三木　緑が丘東小 小４男形 小４男組
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094-126 飯田　進一郎 谷口　心絆 女 神戸　月が丘小 小３女形 小３女組
094-128 飯田　進一郎 松永　芽亜 女 三木　緑が丘小 小４女形 小４女組
094-129 飯田　進一郎 谷口　桜彩 女 神戸　月が丘小 小１女形 小１女組
096-077 前野　弥栄子 原田　莉子 女 神戸　小束山小 小６女形 小６女組
096-078 前野　弥栄子 吉田　優 女 神戸　小束山小 小６女形 小６女組
096-083 前野　弥栄子 藤本　乃彩 女 神戸　桂木小 小３女形 小３女組
098-082 石飛　修 藤中　健士郎 男 神戸　蓮池小 小６男形 小６男組
098-090 石飛　修 山田　昂史朗 男 神戸　水木小 小６男形 小６男組
098-092 石飛　修 南原　翔空 男 神戸　西落合小 小３男形 小３男組
098-094 石飛　修 上村　陸人 男 神戸　池田小 小３男形 小３男組
098-095 石飛　修 藤中　晟士郎 男 神戸　蓮池小 小３男形 小３男組
098-096 石飛　修 木内　智文 男 神戸　会下山小 小３男形 小３男組
098-098 石飛　修 田原　数多 男 神戸　池田小 小４男形
098-100 石飛　修 三宅　崇介 男 神戸　五位ノ池小 小１男形 小１男組
101-145 岩本　洋昭 坂口　仁 男 神戸　兵庫大開小 小６男組
101-147 岩本　洋昭 丸山　遼大 男 神戸　小部小 小６男組
101-151 岩本　洋昭 和田　壮駿 男 神戸　桂木小 小６男組
101-156 岩本　洋昭 平石　要 男 神戸　枝吉小 小６男形【SEED】 小６男組
101-157 岩本　洋昭 下山田　快生 男 明石　鳥羽小 小６男形 小６男組
101-168 岩本　洋昭 中谷　慶良 男 神戸　小部東小 小５男形【SEED】 小５男組
101-174 岩本　洋昭 蓮池　楓 女 明石　沢池小 小６女形 小６女組
101-177 岩本　洋昭 馬渕　玲奈 女 神戸　桂木小 小６女形 小６女組
101-182 岩本　洋昭 松﨑　勇弥 男 明石　大久保小 小４男組
101-183 岩本　洋昭 馬渕　航志 男 神戸　桂木小 小４男形 小４男組
101-185 岩本　洋昭 新屋敷　亮太 男 神戸　長坂小 小６男組
101-186 岩本　洋昭 佐伯　祐生 男 神戸　伊川谷小 小６男形 小６男組
101-187 岩本　洋昭 大湾　颯人 男 神戸　伊川谷小 小６男形
101-188 岩本　洋昭 曽田　さくら 女 明石　大久保南小 小４女形 小４女組
101-190 岩本　洋昭 中川　璃紗 女 神戸　西舞子小 小５女形 小５女組
101-192 岩本　洋昭 井手　泉稀 女 明石　沢池小 小６女形 小６女組
101-197 岩本　洋昭 近内　悠世 男 神戸　垂水小 小５男形 小５男組
101-201 岩本　洋昭 櫻井　希咲 女 神戸　出合小 小５女形 小５女組
101-206 岩本　洋昭 松本　遥花 女 神戸　桜の宮小 小６女組
101-207 岩本　洋昭 松原　海翔 男 神戸　兵庫大開小 小６男組
101-208 岩本　洋昭 馬渕　琉志 男 神戸　桂木小 小２男形 小２男組
101-209 岩本　洋昭 松本　将吾 男 神戸　桜の宮小 小４男組
101-218 岩本　洋昭 佐伯　彩里 女 神戸　伊川谷小 小２女形
101-219 岩本　洋昭 村上　湊介 男 明石　朝霧小 小３男形 小３男組
101-220 岩本　洋昭 山下　正和 男 明石　朝霧小 小３男形 小３男組
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101-222 岩本　洋昭 藤田　颯真 男 神戸　舞多聞小 小３男形
101-226 岩本　洋昭 大湾　妃菜 女 神戸　伊川谷小 小１女形
101-228 岩本　洋昭 藤原　彩羽 女 神戸　西舞子小 小６女形 小６女組
101-229 岩本　洋昭 藤原　亜子 女 神戸　西舞子小 小４女形 小４女組
101-231 岩本　洋昭 滝澤　太陽 男 神戸　筑紫が丘小 小３男組
101-232 岩本　洋昭 新井　隆大 男 神戸　小部小 小１男形 小１男組
106-100 江指　容子 北野　伊悠 男 加古川　西神吉小 小３男形 小３男組
106-101 江指　容子 田中　遥陽 男 加古川　志方西小 小４男形 小４男組
106-102 江指　容子 伊藤　芽良 女 加古川　東神吉南小 小５女形 小５女組
106-103 江指　容子 新小田　准壱 男 加古川　平岡東小 小６男形 小６男組
106-106 江指　容子 赤井　煌詩 男 明石　谷八木小 小５男形 小５男組
106-107 江指　容子 石田　朝土 男 加古川　東神吉小 小３男形
107-121 大内　浩行 佐藤　颯流 男 高砂　米田小 小５男組【SEED】
107-134 大内　浩行 野原　韻生 男 高砂　阿弥陀小 小６男形 小６男組
107-137 大内　浩行 中村　美結 女 高砂　阿弥陀小 小４女形 小４女組
107-138 大内　浩行 中村　阿文 男 高砂　阿弥陀小 小６男組
107-140 大内　浩行 谷口　太郎 男 高砂　阿弥陀小 小４男形 小４男組
107-145 大内　浩行 高橋　理子 女 高砂　米田西小 小３女形 小３女組
107-150 大内　浩行 髙橋　和大 男 高砂　米田西小 小１男形 小１男組
107-151 大内　浩行 三浦　颯斗 男 加古川　川西小 小６男形 小６男組
107-152 大内　浩行 三浦　魁斗 男 加古川　川西小 小５男形 小５男組
108-019 大坂　公男 荒木　遥月 女 宝塚　高司小 小４女形 小４女組
113-047 小野　俊信 竹内　愛乃 女 姫路　別所小 小６女形【SEED】
113-050 小野　俊信 達川　実咲 女 姫路　別所小 小６女形
113-054 小野　俊信 田井　愛雅 女 高砂　阿弥陀小 小６女形 小６女組
113-055 小野　俊信 森下　銀時 男 姫路　別所小 小５男形 小５男組
113-061 小野　俊信 西村　大河 男 姫路　別所小 小５男形 小５男組
113-062 小野　俊信 安積　良羽 男 姫路　城陽小 小３男形 小３男組
113-063 小野　俊信 小西　柚 女 加古川　平岡南小 小５女形 小５女組
113-064 小野　俊信 森下　一華 女 姫路　別所小 小２女形 小２女組
113-065 小野　俊信 杉本　蓮斗 男 姫路　四郷学院小 小５男形
113-066 小野　俊信 杉本　華音 女 姫路　四郷学院小 小２女形
113-068 小野　俊信 中里　稜人 男 姫路　別所小 小５男形 小５男組
113-070 小野　俊信 中里　稜明 男 姫路　別所小 小１男形 小１男組
113-073 小野　俊信 田井　彩華 女 高砂　阿弥陀小 小１女形 小１女組
115-121 金本　満 横山　碧海 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
115-133 金本　満 湯山　遼大 男 神戸　南落合小 小５男形 小５男組
115-135 金本　満 藤井　蓮 男 神戸　多聞の丘小 小５男形 小５男組
115-136 金本　満 岩見　大翔 男 神戸　舞多聞小 小５男形 小５男組

【要連絡】
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115-137 金本　満 河野　伍希 男 神戸　舞多聞小 小５男形 小５男組
115-138 金本　満 新矢　理人 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
115-139 金本　満 井上　大志 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
115-144 金本　満 中野　和葉 女 神戸　舞多聞小 小６女形 小６女組
115-146 金本　満 伯川　絆更 女 神戸　会下山小 小４女形 小４女組
115-147 金本　満 和佳　沙百合 女 神戸　兵庫大開小 小４女形 小４女組
115-151 金本　満 河野　修都 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
115-152 金本　満 横山　大貴 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
115-153 金本　満 尾﨑　陽仁 男 神戸　舞多聞小 小４男形 小４男組
115-154 金本　満 新矢　梨乃 女 神戸　舞多聞小 小４女形 小４女組
115-155 金本　満 西村　蕗乃 男 神戸　舞多聞小 小５男形 小５男組
115-159 金本　満 工藤　優冴 男 神戸　ひよどり台小 小６男形 小６男組
115-160 金本　満 浜村　龍青 男 神戸　会下山小 小３男形 小３男組
115-162 金本　満 川嶋　環太郎 男 神戸　西脇小 小３男形 小３男組
115-163 金本　満 藤原　鉄平 男 神戸　多聞の丘小 小３男形 小３男組
115-164 金本　満 岩見　壮琉 男 神戸　舞多聞小 小３男形 小３男組
115-166 金本　満 奥内　丈 男 神戸　舞多聞小 小３男形 小３男組【SEED】
115-167 金本　満 陶山　聖由 男 神戸　マリストインターナショナルスクール 小３男形 小３男組
115-169 金本　満 西村　琉海太 男 神戸　舞多聞小 小２男形 小２男組
115-170 金本　満 中野　壱隆 男 神戸　舞多聞小 小２男形 小２男組
115-171 金本　満 山本　すみれ 女 神戸　舞多聞小 小６女形 小６女組
115-172 金本　満 奥村　泉咲 女 神戸　舞多聞小 小３女形 小３女組
115-173 金本　満 山本　亜門 男 神戸　舞多聞小 小２男形 小２男組
115-175 金本　満 源　英都 男 神戸　南落合小 小３男組
115-177 金本　満 横山　悠大 男 神戸　名谷小 小４男形 小４男組
115-178 金本　満 霜村　海斗 男 神戸　有瀬小 小６男形 小６男組
115-179 金本　満 佐々木　珂珠 女 神戸　神戸祇園小 小２女組
115-180 金本　満 落合　遥陽 男 神戸　神戸祇園小 小３男組
115-181 金本　満 落合　咲花 女 神戸　神戸祇園小 小１女形 小１女組
115-182 金本　満 二宮　晴渡 男 神戸　舞多聞小 小２男形 小２男組
115-183 金本　満 奥村　亮仁 男 神戸　舞多聞小 小１男形 小１男組
115-185 金本　満 西川　德 男 神戸　舞多聞小 小１男形 小１男組
115-186 金本　満 藤田　健志 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
115-188 金本　満 村田　彪嘉 男 神戸　舞多聞小 小５男形 小５男組
115-189 金本　満 岡本　樹生 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
115-190 金本　満 立岩　美織 女 神戸　神戸祇園小 小１女組
118-076 川下　巌 渡邉　万尋 女 伊丹　伊丹小 小６女形 小６女組
118-078 川下　巌 福井　湊樹 男 伊丹　伊丹小 小５男形 小５男組
118-087 川下　巌 大塚　健太 男 伊丹　伊丹小 小５男形 小５男組
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118-089 川下　巌 渡邉　哲平 男 伊丹　伊丹小 小２男形 小２男組
120-104 木島　昌伸 岡田　瑚桜 女 神戸　宮川小 小６女形 小６女組
120-105 木島　昌伸 和田　仁 男 神戸　名倉小 小５男形 小５男組
120-106 木島　昌伸 横山　葦月 男 神戸　名倉小 小５男組
122-099 國田　清司 田野下　鈴 女 神戸　千鳥が丘小 小４女形 小４女組
122-113 國田　清司 川戸　祐月 男 西宮　香櫨園小 小３男形 小３男組
122-114 國田　清司 川戸　祐比 男 西宮　香櫨園小 小５男形 小５男組
134-023 増田　達哉 植松　沙良 女 豊岡　田鶴野小 小６女形
134-026 増田　達哉 池本　旺立 男 養父　養父小 小４男組
153-068 立花　悟 岡田　陽彩 女 加古川　野口南小 小４女形 小４女組
153-071 立花　悟 小林　陽向 女 加古川　別府西小 小５女形 小５女組【SEED】
153-083 立花　悟 小林　蒼空 男 加古川　別府西小 小３男形 小３男組
153-094 立花　悟 石丸　柊羽 男 加古川　野口小 小６男形 小６男組
154-169 髙見　安伺 清水　龍揮 男 姫路　中寺小 小６男形 小６男組
159-063 辻　正富 福本　真希 女 小野　小野小 小４女形 小４女組
165-281 中南　輝夫 巴　瑛斗 男 神戸　鹿の子台小 小５男組
165-283 中南　輝夫 宮崎　恭伍 男 西宮　北六甲台小 小４男形【SEED】 小４男組【SEED】
165-284 中南　輝夫 金川　花梨 女 西宮　北六甲台小 小４女形【SEED】 小４女組
165-285 中南　輝夫 木村　瞭汰 男 神戸　西山小 小５男形 小５男組
165-287 中南　輝夫 松岡　愛莉 女 神戸　ありの台小 小５女形 小５女組
165-289 中南　輝夫 岩田　楓花 女 神戸　ありの台小 小６女形 小６女組
165-290 中南　輝夫 金川　昊 男 西宮　北六甲台小 小６男形 小６男組
165-295 中南　輝夫 江上　加里菜 女 西宮　北六甲台小 小５女形【SEED】 小５女組
165-299 中南　輝夫 仲石　楓翔 男 西宮　名塩小 小４男形
165-304 中南　輝夫 南　華帆 女 神戸　ありの台小 小６女形
165-305 中南　輝夫 須﨑　祐凪 女 神戸　大池小 小６女形
165-306 中南　輝夫 原田　颯馬 男 神戸　大池小 小６男形 小６男組
165-307 中南　輝夫 南　小華 女 神戸　ありの台小 小４女形 小４女組
165-313 中南　輝夫 金川　杏梨 女 西宮　北六甲台小 小２女形 小２女組
165-316 中南　輝夫 南　虎汰 男 神戸　ありの台小 小２男形 小２男組
165-324 中南　輝夫 岡田　真奈 女 神戸　藤原台小 小６女形 小６女組
165-325 中南　輝夫 岡田　幸大 男 神戸　藤原台小 小３男形 小３男組
165-326 中南　輝夫 戸田　帆風 女 神戸　長尾小 小４女形
165-330 中南　輝夫 岡田　絢郁 女 神戸　藤原台小 小１女形
166-108 山崎　真子 宮﨑　勝菜 女 尼崎　わかば西小 小６女形
166-110 山崎　真子 宮﨑　勝羽 女 尼崎　わかば西小 小５女形
166-114 山崎　真子 蔭木　星愛 女 尼崎　大庄小 小６女形
167-110 森脇　宏紀 中尾　真依子 女 明石　花園小 小６女形 小６女組
167-115 森脇　宏紀 森脇　五十幸 男 神戸　西須磨小 小５男形 小５男組
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167-117 森脇　宏紀 中尾　淳之介 男 明石　花園小 小４男形 小４男組
175-078 信川　義明 日髙　結友 女 加古川　平岡東小 小５女組
175-087 信川　義明 岡本　椛乃 女 稲美　天満東小 小４女組
175-093 信川　義明 立石　英登 男 明石　沢池小 小４男形 小４男組
175-098 信川　義明 松井　大空 男 神戸　高津橋小 小６男形 小６男組
185-269 廣畑　修一 山下　いつき 女 尼崎　金楽寺小 小６女形 小６女組
185-274 廣畑　修一 宮﨑　勝太 男 伊丹　桜台小 小６男形【SEED】 小６男組
185-277 廣畑　修一 井山　瑠斗 男 尼崎　明城小 小６男形 小６男組
185-281 廣畑　修一 安田　彩乃 女 尼崎　下坂部小 小６女形 小６女組
185-297 廣畑　修一 丸水　美琥 女 尼崎　浜小 小５女組
185-300 廣畑　修一 長澤　真輝 男 尼崎　下坂部小 小６男形
185-318 廣畑　修一 入江　幸虹 女 尼崎　下坂部小 小５女形 小５女組
185-340 廣畑　修一 小上馬　凛花 女 尼崎　難波の梅小 小４女形 小４女組
185-341 廣畑　修一 宮﨑　理歩子 女 伊丹　桜台小 小４女形 小４女組【SEED】
185-344 廣畑　修一 豊川　莉央 女 尼崎　杭瀬小 小４女形 小４女組
185-347 廣畑　修一 藤原　詩音(作字) 男 尼崎　立花小 小４男形 小４男組
185-362 廣畑　修一 疋谷　彩愛 女 尼崎　園田小 小３女形 小３女組
185-363 廣畑　修一 安田　啓之介 男 尼崎　下坂部小 小３男形 小３男組
185-366 廣畑　修一 入江　結夢 女 尼崎　下坂部小 小３女形 小３女組
185-369 廣畑　修一 岡田　彩愛 女 西宮　名塩小 小５女形
185-380 廣畑　修一 中嶋　美月 女 西宮　上ヶ原小 小４女形 小４女組
185-382 廣畑　修一 宮﨑　理和子 女 伊丹　桜台小 小２女形 小２女組
185-385 廣畑　修一 藤原　花音 女 尼崎　立花小 小２女形 小２女組
185-386 廣畑　修一 田中　遥真 男 尼崎　上坂部小 小２男形 小２男組
185-399 廣畑　修一 中嶋　光彩 女 西宮　上が原小 小１女形 小１女組
186-064 深町　雅文 上川　琉斗 男 姫路　英賀保小 小６男組
186-067 深町　雅文 橋本　煌心 男 姫路　英賀保小 小５男組
186-068 深町　雅文 松瀬　貴義 男 姫路　津田小 小６男組
186-069 深町　雅文 三森　咲弥 男 姫路　英賀保小 小６男組
186-076 深町　雅文 上川　柚月 女 姫路　英賀保小 小４女組
186-077 深町　雅文 三森　愛珠 女 姫路　英賀保小 小４女組【SEED】
186-078 深町　雅文 今村　虎太郎 男 姫路　英賀保小 小５男組
186-082 深町　雅文 小野　一颯 男 姫路　津田小 小６男組
186-084 深町　雅文 挟間　心花 女 姫路　津田小 小５女組
190-089 藤田　忠 高田　隼汰 男 明石　魚住小 小６男形 小６男組
190-094 藤田　忠 池本　晃 女 神戸　桜の宮小 小６女形 小６女組【SEED】
190-107 藤田　忠 福岡　琉心 女 明石　錦が丘小 小４女形【SEED】 小４女組
190-108 藤田　忠 吉本　陽輝 男 神戸　井吹東小 小４男組
190-110 藤田　忠 島田　知季 男 神戸　長田南小 小６男形
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190-114 藤田　忠 高田　宗汰 男 明石　魚住小 小３男形 小３男組
190-115 藤田　忠 浪花　日向乃 女 明石　藤江小 小３女形 小３女組
190-117 藤田　忠 藤田　椛望 女 明石　錦が丘小 小３女形 小３女組
190-118 藤田　忠 沖　希々絆 女 神戸　松尾小 小５女形 小５女組
190-120 藤田　忠 真鍋　音花 女 神戸　松尾小 小５女形 小５女組
190-121 藤田　忠 山名　海輝 男 加古川　平岡東小 小６男形 小６男組
190-122 藤田　忠 山名　莉央 女 加古川　平岡東小 小２女形 小２女組
190-123 藤田　忠 藤田　湊和 男 明石　錦が丘小 小２男形 小２男組
190-124 藤田　忠 濵松　仁 男 明石　錦が丘小 小２男形 小２男組
190-130 藤田　忠 相馬　蓮 男 神戸　小部小 小６男形 小６男組【SEED】
190-131 藤田　忠 吉本　律輝 男 神戸　井吹東小 小１男形 小１男組
203-238 森田　武志 谷口　鉄慎 男 姫路　糸引小 小６男形 小６男組
203-241 森田　武志 藤田　埜瑠 女 姫路　白浜小 小５女形 小５女組【SEED】
203-242 森田　武志 岡田　琉生 男 姫路　網干小 小５男形 小５男組
203-245 森田　武志 堺　充希 男 姫路　大津茂小 小６男形 小６男組
203-250 森田　武志 黒田　源十 男 姫路　白浜小 小３男形【SEED】 小３男組
203-252 森田　武志 岡田　燈人 男 姫路　網干小 小３男形 小３男組
203-255 森田　武志 新井　徳 男 たつの　小宅小 小４男形 小４男組
204-102 薮内　利博 髙尾　紗希 女 姫路　広峰小 小４女形 小４女組
204-105 薮内　利博 髙尾　梨乃 女 姫路　広峰小 小６女形 小６女組
204-106 薮内　利博 北條　琥多郎 男 姫路　城東小 小６男組
204-107 薮内　利博 井上　香澄 女 姫路　広峰小 小６女形 小６女組
204-114 薮内　利博 岩見　早夏 女 姫路　城東小 小３女形 小３女組
204-117 薮内　利博 丁坪　良斗 男 姫路　城西小 小３男形
209-096 山崎　義数 髙橋　輝真 男 明石　清水小 小６男形 小６男組
215-056 家常　義雄 福本　芽衣 女 神戸　なぎさ小 小６女組
215-059 家常　義雄 馬場　理恩 男 神戸　西郷小 小２男組
215-060 家常　義雄 宰井　弥樹 男 神戸　雲中小 小１男組
215-061 家常　義雄 竹下　大智 男 神戸　なぎさ小 小１男組
215-062 家常　義雄 吉岡　晴太郎 男 神戸　なぎさ小 小１男組
215-063 家常　義雄 濱﨑　健吾 男 神戸　御影北小 小１男形 小１男組
215-345-011 家常　義雄 丹後　杏 女 神戸　中央小 小４女組
217-065 金本　朋久 堺　駿太 男 神戸　白川小 小４男形 小４男組
217-066 金本　朋久 笹原　朗生 男 神戸　白川小 小４男形 小４男組
217-067 金本　朋久 笹原　礼煌 男 神戸　白川小 小６男形 小６男組
218-126 武田　誉 由永　叡梧 男 川西　北陵小 小６男形
218-127 武田　誉 南部　理人 男 猪名川　猪名川小 小６男形 小６男組
227-048 枌　髙史 枌　優希奈 女 伊丹　緑丘小 小６女形
228-055 白倉　勝雄 春藤　莉音 女 神戸　小部東小 小２女形 小２女組
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229-070 満村　義宣 清沢　俊稀 男 伊丹　天神川小 小５男組
229-073 満村　義宣 藤原　心尋 男 伊丹　天神川小 小６男組
229-075 満村　義宣 福本　幸生 男 伊丹　桜台小 小６男組
229-078 満村　義宣 川田　啓斗 男 宝塚　安倉北小 小１男組
234-105 前田　健作 八代醍　晴 男 加古川　八幡小 小３男形 小３男組
234-106 前田　健作 竹内　佑月 女 加古川　野口北小 小３女形 小３女組
234-110 前田　健作 八代醍　結 女 加古川　八幡小 小６女形 小６女組
234-112 前田　健作 杉田　美純 女 加古川　氷上小 小４女形 小４女組
237-082 田原　健二 高田　琉生 男 明石　貴崎小 小３男形 小３男組
237-083 田原　健二 野下　姫奈 女 神戸　玉津第一小 小３女形
237-084 田原　健二 野下　琉希 男 神戸　玉津第一小 小４男形 小４男組
237-089 田原　健二 磯川　実夢 女 神戸　出合小 小６女形 小６女組
237-090 田原　健二 太田　泰雅 男 神戸　玉津第一小 小４男形 小４男組
237-092 田原　健二 藤　榎恋 女 神戸　玉津第一小 小５女形 小５女組
237-095 田原　健二 木場　悠仁 男 明石　高丘西小 小２男形 小２男組
238-232 常徳　誠志 西山　紡生 女 神戸　上筒井小 小６女形 小６女組
238-233 常徳　誠志 竹森　健 男 神戸　摩耶小 小６男組
238-235 常徳　誠志 宗定　佳希 女 神戸　高羽小 小６女形 小６女組
238-239 常徳　誠志 山田　和輝 男 神戸　西郷小 小６男形 小６男組
238-240 常徳　誠志 山本　蒼宙 男 神戸　成徳小 小６男形 小６男組
238-253 常徳　誠志 山崎　遥夢 男 神戸　西郷小 小５男形 小５男組
238-254 常徳　誠志 髙橋　佐弥 女 神戸　六甲小 小６女形 小６女組
238-255 常徳　誠志 近藤　紗和 女 神戸　高羽小 小５女形 小５女組
238-256 常徳　誠志 東　晃成 男 神戸　稗田小 小５男形 小５男組【SEED】
238-257 常徳　誠志 辻　夏希 女 神戸　稗田小 小５女形
238-258 常徳　誠志 中川　慶人 男 神戸　福池小 小５男形 小５男組
238-259 常徳　誠志 南波　優希 女 神戸　西郷小 小５女形 小５女組
238-260 常徳　誠志 木原　優花 女 神戸　高羽小 小４女形 小４女組
238-269 常徳　誠志 松田　芽依 女 神戸　稗田小 小５女形 小５女組
238-273 常徳　誠志 山根　敏 男 神戸　福住小 小４男形 小４男組
238-275 常徳　誠志 近藤　司 男 神戸　高羽小 小３男形 小３男組
238-276 常徳　誠志 前田　陽咲 女 神戸　山の手小 小３女形 小３女組
238-277 常徳　誠志 吉田　悠真 男 神戸　高羽小 小３男形 小３男組
238-280 常徳　誠志 藤坂　杏 女 神戸　こうべ小 小３女形【SEED】 小３女組【SEED】
238-281 常徳　誠志 関　葵生 男 神戸　摩耶小 小３男形 小３男組
238-284 常徳　誠志 中村　雛乃 女 神戸　山の手小 小３女形 小３女組
238-285 常徳　誠志 中村　柊哉 男 神戸　御影北小 小３男形 小３男組
239-020 竹田　龍二 山田　倫太朗 男 西宮　瓦林小 小４男形 小４男組
239-022 竹田　龍二 宮本　大歌 男 西宮　瓦林小 小２男形 小２男組

【要連絡】
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239-023 竹田　龍二 岡田　治馬 男 西宮　樋ノ口小 小２男形 小２男組
239-024 竹田　龍二 渡邊　集世 男 西宮　瓦林小 小３男形 小３男組
239-025 竹田　龍二 宮本　安堵 男 西宮　瓦林小 小４男形 小４男組
242-025 入江　秀樹 松本　陸斗 男 加古川　川西小 小５男形 小５男組
242-026 入江　秀樹 松本　竜其 男 加古川　川西小 小６男形 小６男組
242-030 入江　秀樹 新保　雄大 男 高砂　阿弥陀小 小２男形 小２男組
242-032 入江　秀樹 牧野　颯真 男 加古川　尾上小 小５男形 小５男組
243-058 岩本　喜久男 上田　美咲 女 西宮　用海小 小６女組
243-063 岩本　喜久男 大山　花れん 女 神戸　多井畑小 小６女組
243-065 岩本　喜久男 岩脇　果凛 女 西宮　用海小 小２女形 小２女組
243-066 岩本　喜久男 福井　匠 男 西宮　用海小 小３男組
243-067 岩本　喜久男 奥井　颯佑 男 西宮　用海小 小１男組
244-001 竹内　久昭 三上　旭 女 神戸　北山小 小４女形 小４女組
244-002 竹内　久昭 松元　海龍 男 三木　緑が丘東小 小４男形
244-003 竹内　久昭 淺原　歩夢 男 三木　三木小 小６男形 小６男組
244-004 竹内　久昭 木澤　凌輔 男 神戸　北山小 小６男形 小６男組
244-005 竹内　久昭 松元　愛龍 男 三木　緑が丘東小 小６男形
244-006 竹内　久昭 小野　杏奈 女 三木　緑が丘東小 小６女組
244-022 竹内　久昭 鳴瀧　叶夢 男 三木　緑が丘東小 小２男組
251-237 岡　洋一 勝川　さゆり 女 豊岡　豊岡小 小６女形 小６女組
251-251 岡　洋一 木下　令志 男 神戸　垂水小 小５男組
251-255 岡　洋一 楢原　楓子 女 神戸　霞ヶ丘小 小４女形 小４女組
251-260 岡　洋一 岩朝　有生 男 神戸　福田小 小５男形 小５男組
251-261 岡　洋一 永井　真宗 男 神戸　千代が丘小 小３男形 小３男組
251-266 岡　洋一 中村　真那斗 男 朝来　竹田小 小１男形 小１男組
251-267 岡　洋一 嵯峨山　陽希 男 朝来　竹田小 小１男形 小１男組
254-019 西川　辰美 菅原　唯聖 男 姫路　津田小 小５男形 小５男組
254-021 西川　辰美 菅原　光梨 女 姫路　津田小 小３女形
258-057 金岡　貞秀 宮本　心晴 女 尼崎　下坂部小 小５女形 小５女組
258-068 金岡　貞秀 吉田　脩真 男 尼崎　園田南小 小２男組
258-069 金岡　貞秀 片山　志恩 男 小野　河合小 小４男形 小４男組
258-070 金岡　貞秀 西田　伊都 女 加東　兵庫教育大学附属小 小２女形 小２女組
258-072 金岡　貞秀 北里　真慶 男 尼崎　園田小 小２男形 小２男組
258-073 金岡　貞秀 藤原　知迦 女 西脇　重春小 小６女組
258-074 金岡　貞秀 谷　美莉愛 女 小野　小野東小 小６女形 小６女組
258-075 金岡　貞秀 服部　桜絢 女 加東　滝野東小 小１女形 小１女組
258-077 金岡　貞秀 藤井　夏莉 女 小野　中番小 小５女組
260-066 小林　木内 赤井　璃月 女 尼崎　武庫東小 小６女形
260-075 小林　木内 三宅　睦葉 女 尼崎　武庫東小 小６女形
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260-076 小林　木内 原田　紘太郎 男 尼崎　武庫庄小 小３男形 小３男組
260-077 小林　木内 李　鐘仁 男 尼崎　武庫東小 小３男形
260-078 小林　木内 坪田　颯太郎 男 尼崎　小園小 小６男形 小６男組
260-080 小林　木内 宮久保　くるみ 女 尼崎　武庫東小 小６女形
260-081 小林　木内 石野　健太 男 尼崎　武庫東小 小２男形
260-085 小林　木内 小林　来未 女 尼崎　武庫庄小 小４女形 小４女組
260-087 小林　木内 宮久保　柑奈 女 尼崎　武庫東小 小４女形
263-031 竹山　房右エ門 藤本　空吾 男 尼崎　杭瀬小 小１男形 小１男組
263-032 竹山　房右エ門 金城　翔也 男 尼崎　浜小 小４男形 小４男組
265-070 大塚　裕蔵 前田　陽翔 男 たつの　小宅小 小５男形 小５男組
265-071 大塚　裕蔵 前田　凛 女 たつの　小宅小 小２女形 小２女組
265-072 大塚　裕蔵 圓尾　豪基 男 たつの　半田小 小４男形 小４男組
265-073 大塚　裕蔵 圓尾　唯莉 女 たつの　半田小 小１女形 小１女組
265-074 大塚　裕蔵 中村　太晴 男 たつの　揖西東小 小３男形 小３男組
266-079 大西　正廣 西本　輝 男 神戸　舞多聞小 小６男形 小６男組
266-085 大西　正廣 増井　俊介 男 神戸　糀台小 小６男形 小６男組
266-086 大西　正廣 大藏　侑臣 男 神戸　舞多聞小 小５男形 小５男組
266-087 大西　正廣 鹿村　旭翔 男 神戸　小束山小 小３男形 小３男組
266-088 大西　正廣 西本　創 男 神戸　舞多聞小 小３男形 小３男組【SEED】
271-093 磯川　憲司 磯川　元希 男 神戸　春日台小 小６男組
271-097 磯川　憲司 鍋　遥己 男 神戸　玉津第一小 小６男組
271-107 磯川　憲司 石渕　夢久 男 神戸　玉津第一小 小４男組
271-116 磯川　憲司 久保　結楽 女 神戸　狩場台小 小３女組
271-119 磯川　憲司 楠見　紫乃 女 神戸　高津橋小 小４女組
278-027 橋本　栄一 白根　カリナ　愛梨 女 三木　自由が丘東小 小３女形 小３女組
278-028 橋本　栄一 中谷　凛愛 女 三木　自由が丘小 小３女形 小３女組
278-029 橋本　栄一 山崎　櫂 男 神戸　北山小 小３男形 小３男組
278-031 橋本　栄一 深澤　璃恋 女 三木　自由が丘東小 小３女形 小３女組
278-032 橋本　栄一 牛尾　颯希 女 神戸　北山小 小４女形 小４女組
278-034 橋本　栄一 白根　カイオ　遥翔 男 三木　自由が丘東小 小１男形 小１男組
278-035 橋本　栄一 中谷　妃凛 女 三木　自由が丘小 小１女形 小１女組
278-036 橋本　栄一 牛尾　佳怜 女 神戸　北山小 小１女形 小１女組
278-037 橋本　栄一 毛利　悠人 男 神戸　緑が丘東小 小３男形 小３男組
278-038 橋本　栄一 松末　結叶 男 神戸　北山小 小４男形 小４男組
281-093 西向　寛昭 西向　千珠 女 神戸　唐櫃小 小４女形【SEED】 小４女組
284-036 丸山　善敬 佐藤　千咲 女 尼崎　明城小 小５女形
284-043 丸山　善敬 丸山　結愛 女 尼崎　明城小 小３女形
284-044 丸山　善敬 森田　翔瑛 男 尼崎　明城小 小１男形
284-046 丸山　善敬 田村　蒼太郎 男 尼崎　園田小 小５男形
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284-047 丸山　善敬 田村　ひなた 女 尼崎　園田小 小３女形
284-048 丸山　善敬 志水　柚人 男 尼崎　園田北小 小６男形
284-049 丸山　善敬 志水　柚真 男 尼崎　園田北小 小１男形
286-058 生田　淳一 山口　陽彩 女 三田　つつじが丘小 小６女形【SEED】
286-077 生田　淳一 神谷　咲希 女 三田　つつじが丘小 小４女形
286-078 生田　淳一 田中　瑛茉 女 三田　つつじが丘小 小４女形
286-080 生田　淳一 松山　一歩 男 三田　つつじが丘小 小４男形
286-083 生田　淳一 峯　一輝 男 三田　けやき台小 小４男形
286-085 生田　淳一 藤田　蒼祐 男 三田　つつじが丘小 小３男形【SEED】
286-086 生田　淳一 川尻　真凛 女 三田　つつじが丘小 小４女形
286-088 生田　淳一 藤田　寿々 女 三田　つつじが丘小 小１女形
289-126 隂地　清志 恵比須　咲真 男 神戸　魚崎小 小５男形 小５男組
289-138 隂地　清志 山本　莉暖 女 神戸　住吉小 小６女形 小６女組
289-140 隂地　清志 赤尾　春哉 男 神戸　本山第一小 小５男形 小５男組【SEED】
289-142 隂地　清志 羽柴　空良 女 西宮　甲陽園小 小６女形 小６女組
289-145 隂地　清志 守谷　昌巴留 男 神戸　なぎさ小 小５男形 小５男組
289-146 隂地　清志 中尾　颯太 男 神戸　向洋小 小５男形 小５男組
289-150 隂地　清志 山本　咲蓮 女 神戸　住吉小 小３女形 小３女組
289-151 隂地　清志 増田　太一 男 神戸　向洋小 小３男形 小３男組
289-153 隂地　清志 羽柴　碧音 女 西宮　甲陽園小 小４女形 小４女組【SEED】
289-154 隂地　清志 神田　永愛 女 神戸　中央小 小５女形 小５女組
289-157 隂地　清志 下田　恭太朗 男 明石　神戸大学附属小 小２男形 小２男組
289-158 隂地　清志 竹内　慈 男 神戸　魚崎小 小２男形 小２男組
289-159 隂地　清志 岡嶋　哲平 男 神戸　住吉小 小３男形 小３男組
289-160 隂地　清志 神田　瑠唯 女 神戸　中央小 小３女形 小３女組
289-161 隂地　清志 小林　海斗 男 神戸　魚崎小 小４男形 小４男組
289-162 隂地　清志 小林　蒼門 男 神戸　魚崎小 小５男形 小５男組
289-165 隂地　清志 増田　美咲 女 神戸　向洋小 小１女形 小１女組
289-166 隂地　清志 赤尾　あや乃 女 神戸　本山第一小 小１女形 小１女組
293-039 渡辺　寿雄 魚住　凌 女 稲美　母里小 小６女形 小６女組
293-054 渡辺　寿雄 浅野　梨愛 女 明石　沢池小 小６女形 小６女組
293-055 渡辺　寿雄 浅野　蘭愛 女 明石　沢池小 小４女形 小４女組
293-056 渡辺　寿雄 吉田　陽紀 男 加古川　鳩里小 小４男形 小４男組
293-057 渡辺　寿雄 魚住　旭 男 稲美　母里小 小４男形 小４男組
293-059 渡辺　寿雄 坂本　陽 男 播磨　蓮池小 小６男形 小６男組
293-062 渡辺　寿雄 大西　真珠 女 稲美　母里小 小３女形 小３女組
293-063 渡辺　寿雄 坂本　彩香里 女 播磨　蓮池小 小３女形
293-065 渡辺　寿雄 大西　瑚白 女 稲美　母里小 小５女形 小５女組
293-066 渡辺　寿雄 太田　珠希 女 明石　清水小 小５女形 小５女組
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293-068 渡辺　寿雄 樋口　大悟 男 神戸　長田南小 小６男形 小６男組
293-069 渡辺　寿雄 岡田　陽翔 男 加古川　東神吉南小 小５男形 小５男組
294-027 吉岡　秀樹 中塚　心葉 女 福崎　八千種小 小４女形
295-098 荒木　恒憲 横山　光 男 神戸　桜の宮小 小５男形 小５男組
295-099 荒木　恒憲 大前　悠比 女 神戸　桂木小 小６女組
295-100 荒木　恒憲 横山　空 男 神戸　桜の宮小 小３男形 小３男組
295-101 荒木　恒憲 須本　拓真 男 神戸　広陵小 小５男形 小５男組
295-102 荒木　恒憲 義　麻琴 女 神戸　広陵小 小６女形 小６女組
295-116 荒木　恒憲 那賀島　ちさと 女 神戸　広陵小 小２女組
295-118 荒木　恒憲 田中　快 男 加東　兵庫教育大学附属小 小３男組
295-119 荒木　恒憲 那賀島　寛生 男 神戸　広陵小 小５男組
298-035 藤井　勝利 梶本　航聖 男 姫路　勝原小 小６男形 小６男組
298-040 藤井　勝利 河野　大翔 男 神戸　井吹西小 小２男組
298-041 藤井　勝利 井手　翼 女 明石　二見西小 小４女形 小４女組
302-047 河本　大幸 田中　福丸 男 明石　二見北小 小４男形 小４男組
302-060 河本　大幸 山中　結花 女 明石　錦が丘小 小４女形 小４女組
303-030 吉川　騰雄 吉川　諒飛 男 明石　人丸小 小４男形
303-031 吉川　騰雄 山本　龍生 男 明石　人丸小 小４男形 小４男組
303-032 吉川　騰雄 原田　暁斗 男 明石　人丸小 小４男形 小４男組
303-033 吉川　騰雄 原田　晴希 男 明石　人丸小 小３男形 小３男組
306-048 鳥飼　清 西川　篤輝 男 尼崎　わかば西小 小６男形 小６男組
306-051 鳥飼　清 大山　恵和 女 西宮　鳴尾小 小５女組
306-070 鳥飼　清 川村　有咲 女 西宮　南甲子園小 小５女形
306-071 鳥飼　清 川村　隼翔 男 西宮　南甲子園小 小３男形【SEED】
306-074 鳥飼　清 東野　葵 女 西宮　鳴尾小 小４女形 小４女組
317-052 坂本　龍也 中谷　魁人 男 太子　石海小 小５男組
317-059 坂本　龍也 大野　洸真 男 太子　太田小 小６男組
318-072 久下　敦司 板東　晴 男 川西　多田東小 小６男形 小６男組
318-076 久下　敦司 玉木　大悟 男 川西　清和台南小 小６男組【SEED】
318-093 久下　敦司 岸本　愛介 男 川西　けやき坂小 小５男組【SEED】
318-099 久下　敦司 立薗　瑞己 男 川西　清和台南小 小６男形 小６男組
318-101 久下　敦司 川田　大樹 男 川西　清和台小 小６男形【SEED】 小６男組
318-102 久下　敦司 小谷　陽咲 女 川西　桜が丘小 小６女形 小６女組
318-107 久下　敦司 公手　翔海 男 川西　多田小 小４男形【SEED】 小４男組【SEED】
318-108 久下　敦司 野田　篤郎 男 川西　多田小 小４男形 小４男組
318-109 久下　敦司 杉山　奏太 男 川西　清和台小 小４男形【SEED】 小４男組【SEED】
318-116 久下　敦司 久保田　心 男 伊丹　瑞穂小 小３男形 小３男組
318-119 久下　敦司 岸本　瑛太 男 川西　清和台南小 小３男組
318-121 久下　敦司 金子　凌 男 川西　多田東小 小５男組
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318-128 久下　敦司 小宗　陽向 女 川西　川西北小 小５女形
318-129 久下　敦司 林　晴翔 男 川西　陽明小 小２男組
318-130 久下　敦司 上西　冬馬 男 川西　多田小 小５男形 小５男組
318-131 久下　敦司 米田　篤史 男 西宮　甲東小 小４男形 小４男組
318-132 久下　敦司 岸本　日々輝 男 川西　けやき坂小 小１男組
318-133 久下　敦司 計　誠士郎 男 川西　多田小 小５男形
318-134 久下　敦司 井上　春花 女 川西　けやき坂小 小３女形 小３女組
320-029 神宮　隼人 神宮　一千翔 男 神戸　御影小 小５男形 小５男組
320-030 神宮　隼人 加治　朋華 女 神戸　御影北小 小６女形 小６女組
320-031 神宮　隼人 田川　慎太朗 男 神戸　御影小 小６男形 小６男組
320-032 神宮　隼人 田川　蒼太朗 男 神戸　御影小 小５男形 小５男組
320-033 神宮　隼人 田川　慶太朗 男 神戸　御影小 小５男形 小５男組
320-037 神宮　隼人 柴田　颯真 男 神戸　御影小 小４男形 小４男組
320-038 神宮　隼人 柴田　匠真 男 神戸　御影小 小３男形 小３男組
320-039 神宮　隼人 阪尾　葵 女 神戸　御影小 小５女形 小５女組
320-040 神宮　隼人 神宮　明日飛 男 神戸　御影小 小２男形 小２男組
320-041 神宮　隼人 加治　大祈 男 神戸　御影北小 小２男形 小２男組
320-042 神宮　隼人 樽谷　悠希 男 神戸　御影小 小２男形
320-043 神宮　隼人 渡邊　琉生 男 神戸　御影小 小２男形
320-044 神宮　隼人 渡邊　六花 女 神戸　御影小 小２女形
321-041 町田　生矢 一　陽葵 女 三田　藍小 小６女組
321-048 町田　生矢 山本　奈美 女 三田　つつじが丘小 小５女形 小５女組
321-049 町田　生矢 仲井　隼斗 男 三田　けやき台小 小５男形 小５男組
321-051 町田　生矢 藤田　緋彩 男 神戸　長尾小 小５男組
321-052 町田　生矢 山内　琉成 男 三田　あかしあ台小 小５男組
321-053 町田　生矢 小玉　隼史 男 三田　三田小 小５男組
321-054 町田　生矢 中村　光佑 男 三田　けやき台小 小５男組
321-057 町田　生矢 坂本　隆聡 男 三田　三輪小 小６男組
321-068 町田　生矢 丸一　陽太 男 三田　けやき台小 小４男組
321-069 町田　生矢 日髙　湊仁 男 三田　ゆりのき台小 小４男形 小４男組
321-072 町田　生矢 水津　柊世理 女 三田　藍小 小４女組【SEED】
321-073 町田　生矢 二階堂　晃成 男 三田　三輪小 小６男組
321-074 町田　生矢 今中　奏太 男 宝塚　西谷小 小３男組
321-075 町田　生矢 奥田　碧 男 三田　ゆりのき台小 小３男組
321-076 町田　生矢 清原　かやの 女 三田　三輪小 小５女組
321-077 町田　生矢 児玉　向 男 三田　武庫小 小６男組
321-078 町田　生矢 江口　奈々穂 女 三田　三田小 小２女組
321-079 町田　生矢 児玉　昇 男 三田　武庫小 小３男組
321-080 町田　生矢 工藤　羽流 女 神戸　長尾小 小３女組
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321-081 町田　生矢 上仲　蓮太 男 三田　武庫小 小２男組
321-094 町田　生矢 山本　真大 男 三田　つつじが丘小 小１男形 小１男組
321-095 町田　生矢 瀧下　央晟 男 三田　三田小 小１男組
321-096 町田　生矢 明石谷　雫 女 三田　つつじが丘小 小１女組
321-097 町田　生矢 清原　恵介 男 三田　三輪小 小１男組
321-098 町田　生矢 筒井　希歩 女 三田　武庫小 小５女組
321-099 町田　生矢 瀧下　雄心 男 三田　三田小 小５男形 小５男組
321-100 町田　生矢 水津　祐理乃 女 三田　藍小 小１女組
325-016 浅田　正則 今富　覇統 男 神戸　こうべ小 小５男形 小５男組
325-017 浅田　正則 中戸　大和 男 明石　林小 小５男形 小５男組
325-034 浅田　正則 大槻　瑠美 女 神戸　こうべ小 小４女形 小４女組
325-037 浅田　正則 玉置　龍輝 男 神戸　なぎさ小 小６男形 小６男組
325-038 浅田　正則 吉　尊叶 男 神戸　和田岬小 小４男形 小４男組
325-039 浅田　正則 平村　柚菜 女 神戸　山の手小 小５女形 小５女組
325-040 浅田　正則 赤田　遥音 男 明石　林小 小３男形 小３男組
325-042 浅田　正則 中川　大湖 男 神戸　福住小 小５男形 小５男組
325-043 浅田　正則 中川　大跳 男 神戸　福住小 小５男形 小５男組
325-044 浅田　正則 徳　小町 女 神戸　福住小 小５女形 小５女組
328-007 河上　学 原田　雅也 男 神戸　甲緑小 小５男形 小５男組
328-008 河上　学 原田　歩実 女 神戸　甲緑小 小２女形 小２女組
331-032 宮田　肇 東井　琢磨 男 川西　桜が丘小 小６男形 小６男組
331-040 宮田　肇 奥野　嵐 男 川西　桜が丘小 小５男形
331-046 宮田　肇 谷口　心咲 女 川西　桜が丘小 小６女形 小６女組【SEED】
331-048 宮田　肇 米島　蓮大良 男 川西　桜が丘小 小５男形
331-050 宮田　肇 戸田　琥博 男 川西　けやき坂小 小５男組
331-054 宮田　肇 中川　理人 男 川西　けやき坂小 小３男組
331-056 宮田　肇 戸田　悠理 男 川西　けやき坂小 小３男組【SEED】
331-065 宮田　肇 福山　颯人 男 川西　川西北小 小４男組
331-066 宮田　肇 大角　茉優 女 川西　桜が丘小 小５女組
331-067 宮田　肇 藤井　環夏 女 川西　けやき坂小 小６女組
331-068 宮田　肇 倉脇　優奈 女 川西　けやき坂小 小５女組
331-069 宮田　肇 倉脇　慈英 男 川西　けやき坂小 小４男組
331-072 宮田　肇 藤井　龍生 男 川西　けやき坂小 小４男組
331-073 宮田　肇 大角　琢心 男 川西　桜が丘小 小２男形 小２男組
331-074 宮田　肇 村上　莉彩 女 猪名川　猪名川小 小３女形 小３女組
331-075 宮田　肇 吉田　絢香 女 川西　川西小 小６女組
331-076 宮田　肇 吉田　悠馬 男 川西　川西小 小４男形
331-077 宮田　肇 松永　健佑 男 川西　明峰小 小１男形 小１男組
337-011 重山　隆一 宮原　倖英 男 加古川　神野小 小５男組
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337-014 重山　隆一 中西　琉 男 加古川　氷丘小 小３男形 小３男組
337-015 重山　隆一 喜多山　凛 女 高砂　米田小 小３女形 小３女組
337-016 重山　隆一 喜多山　慧 女 高砂　米田小 小３女形【SEED】 小３女組
337-017 重山　隆一 籔下　学叶 男 加古川　鳩里小 小３男形 小３男組
340-028 峯山　重光 三ヶ島　琉葵 男 神戸　中央小 小３男形 小３男組
342-005 竹下　章典 蒲原　凌仁 男 尼崎　立花南小 小４男形 小４男組
342-006 竹下　章典 中本　瑛仁 男 尼崎　立花南小 小６男形 小６男組
342-007 竹下　章典 野口　稟華 女 尼崎　立花南小 小４女形 小４女組
342-008 竹下　章典 中本　佳希 女 尼崎　立花南小 小３女形 小３女組
344-006 升迫　達也 西川　隼斗 男 神戸　多井畑小 小５男形 小５男組
344-007 升迫　達也 西川　隆斗 男 神戸　多井畑小 小３男形 小３男組
346-007 古宅　輝雅 神谷　隼也人 男 神戸　なぎさ小 小５男組
348-008 西口　直貴 今榮　奏 男 神戸　美野丘小 小５男組
348-011 西口　直貴 岩本　陽輝 男 神戸　東灘小 小５男形
348-012 西口　直貴 岩本　龍輝 男 神戸　東灘小 小３男組【SEED】
348-013 西口　直貴 藤田　春翔 男 神戸　成徳小 小２男組
348-014 西口　直貴 藤田　夏望 女 神戸　成徳小 小５女組
348-015 西口　直貴 藤田　蒼冬 男 神戸　成徳小 小４男組
348-016 西口　直貴 三村　朔矢 男 神戸　美野丘小 小３男組
349-006 髙橋　和也 羽原　幸太郎 男 加古川　氷丘南小 小６男形 小６男組
349-013 髙橋　和也 志津　花音 女 加古川　鳩里小 小４女形 小４女組
349-014 髙橋　和也 見野　未來 女 加古川　氷丘南小 小４女形 小４女組
349-015 髙橋　和也 長谷川　瑛心 男 加古川　氷丘南小 小４男形 小４男組
350-016 荒尾　憲司 森本　千貴 女 西宮　苦楽園小 小６女形 小６女組【SEED】
350-031 荒尾　憲司 井上　あかり 女 西宮　広田小 小４女形 小４女組
350-033 荒尾　憲司 木ノ本　姫礼 女 西宮　甲陽園小 小６女形 小６女組
350-034 荒尾　憲司 西尾　咲輝 女 芦屋　山手小 小６女形
350-035 荒尾　憲司 永野　太羅 男 芦屋　山手小 小５男形 小５男組
356-001 渡邉　亮 渡邉　慧 男 神戸　北須磨小 小３男形
356-003 渡邉　亮 松浦　千夏 女 西宮　段上西小 小５女形【SEED】
360-011 山口　大輔 朴　加伊 男 尼崎　尼崎朝鮮初級 小６男組
360-012 山口　大輔 山口　寧々 女 尼崎　百合学院小 小５女組
360-013 山口　大輔 加藤　あすな 女 尼崎　立花北小 小５女組
360-014 山口　大輔 中杉　朋海 女 尼崎　潮小 小３女組【SEED】
360-015 山口　大輔 井本　明日香 女 尼崎　潮小 小３女形 小３女組
360-016 山口　大輔 久保田　好誠 男 尼崎　下坂部小 小１男組
361-007 加藤　真哉 重森　伊緒里 女 神戸　だいち小 小５女形
361-011 加藤　真哉 則本　真菜海 女 神戸　東須磨小 小４女形
361-014 加藤　真哉 古瀬　陽夕 男 西宮　甲東小 小５男形 小５男組
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361-015 加藤　真哉 原　愛音 女 神戸　だいち小 小５女形
361-016 加藤　真哉 原　莉音 女 神戸　だいち小 小２女形
361-017 加藤　真哉 林　明花里 女 神戸　だいち小 小２女形
361-018 加藤　真哉 加藤　柊稀 男 神戸　だいち小 小３男形
361-019 加藤　真哉 岡本　颯太 男 神戸　だいち小 小３男組
363-001 小幡　直人 小西　新大 男 稲美　天満東小 小４男形 小４男組
363-002 小幡　直人 山本　らん 女 神戸　宮川小 小５女形 小５女組
363-003 小幡　直人 山本　絃介 男 神戸　宮川小 小３男形 小３男組
363-004 小幡　直人 東口　宗一郎 男 三木　広野小 小１男形 小１男組


