
2020.11.9訂正

学年 性別 氏名 所属 学年 性別 氏名 所属

小5 女子 永田　杏 Aqｽﾎﾟﾚｽﾄ 小5 男子 吉田　祥次 NSIパール

小5 女子 塚原　楽 SUN網干 小5 男子 頼末　陽太 尼崎市スポ振

小5 女子 住田　乙姫 SUN加西 小5 男子 上川　馨平 一宮SS

小5 女子 廣田　七海 ｲﾄﾏﾝ神戸 小5 男子 有時　怜音 一宮SS

小5 女子 堀川　心愛 ｲﾄﾏﾝ三田 小5 男子 鈴木　悠真 ｺﾅﾐ西宮

小5 女子 赤松　蘭 ｲﾄﾏﾝ西神 小5 男子 吉田　将義 姫路スポーツ

小5 女子 前原　子々夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小5 男子 髙橋　健人 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

小5 女子 前田　叶海 ﾙﾅｻﾝｽ神戸 小6 男子 森岡　丈尋 S・ﾊﾟﾃｨｵ

小6 女子 今林　小夏 Aqｽﾎﾟﾚｽﾄ 小6 男子 岡本　一歩 SUN網干

小6 女子 中村　綺那 JSS大久保 小6 男子 北嶋　尚人 ｲﾄﾏﾝ神戸

小6 女子 西尾　柚乃 NSI 小6 男子 尾崎　大翔 ｲﾄﾏﾝ神戸

小6 女子 國谷　野々香 NSI神鉄 小6 男子 社浦　大悟 ｲﾄﾏﾝ西神

小6 女子 村上　遥香 NSI南あわじ 小6 男子 松本　遥哉 ｲﾄﾏﾝ西神

小6 女子 見浪　真美 ｲﾄﾏﾝ神戸 小6 男子 朝山　誠司郎 塚口SS

小6 女子 篠木　悠姫 ｲﾄﾏﾝ三田 小6 男子 西村　零 塚口SS

小6 女子 長尾　美咲 ｲﾄﾏﾝ西宮 小6 男子 福井　寛人 塚口SS

小6 女子 三宗　琴葉 ｲﾄﾏﾝ西宮 小6 男子 冨田　壮人 姫路スポーツ

小6 女子 田村　柚穂 ｲﾄﾏﾝ西宮 小6 男子 平井　優大 武庫之荘SS

小6 女子 山口　華凛 ｺﾅﾐ三田 小6 男子 杉田　大翔 武庫之荘SS

小6 女子 名村　心里 ｺﾅﾐ西宮 中1 男子 小林　恭也 Aq相生

小6 女子 皐月　静 塚口ＳＳ 中1 男子 泉　  結智 S・ﾊﾟﾃｨｵ

小6 女子 福島　美月 NSI西紀 中1 男子 友定　孝之 アルゴニスポ小野

中1 女子 鵜島　あかり Aqｽﾎﾟﾚｽﾄ 中1 男子 北  　遼音 ｲﾄﾏﾝ神戸

中1 女子 左脇　舞乙 JSS北神戸 中1 男子 木元　侶衣 ｲﾄﾏﾝ三田

中1 女子 寺本　咲来 S・ﾊﾟﾃｨｵ 中1 男子 徳網　大星 ｲﾄﾏﾝ西神

中1 女子 井上　奏 TX夙川 中1 男子 加門　脩平 ｺﾅﾐ明石

中1 女子 西川　真央 ｲﾄﾏﾝ神戸 中1 男子 吉武　伸之助 ｺﾅﾐ西宮

中1 女子 宮崎　若葉 ｲﾄﾏﾝ西神 中1 男子 前川　大和 ｺﾅﾐ西宮

中1 女子 上田　菜々葉 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中1 男子 下田　瑞季 武庫之荘SS

中1 女子 日下　結奈 ｲﾄﾏﾝ西宮 中2 男子 木下　誠覇 JSS大久保

中1 女子 花岡　菜海 ｺﾅﾐ三田 中2 男子 加登　博翔 JSS北神戸

中1 女子 川崎　なな ｺﾅﾐ西宮 中2 男子 菅野　陽日 JSS三木

中1 女子 上田　結愛 武庫之荘SS 中2 男子 山口　遥穂 ｲﾄﾏﾝ西宮

中2 女子 友利　梨穂 JSS宝塚 中2 男子 山崎　海璃 ｺﾅﾐ三田

中2 女子 井村　凪瀬 NSI 中2 男子 藤原　佳己 ｺﾅﾐ西宮

中2 女子 田村　朱里 NSI 中2 男子 西川　翔己 姫路スポーツ

中2 女子 岡本　和奈 SUN加西 中2 男子 髙橋　悠斗 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

中2 女子 本田　彩乃 SUN姫路 中3 男子 北本　悠介 Aq相生

中2 女子 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中3 男子 加登　結翔 JSS北神戸

中2 女子 渡邊　莉咲 ｺﾅﾐ明石 中3 男子 田中　稜人 JSS宝塚

中2 女子 木村　陽香 ｺﾅﾐ西宮 中3 男子 栗原　悠里 NSI神鉄

中2 女子 今井　陽花 ｺﾅﾐ西宮 中3 男子 三木　颯翔 SUN網干

中2 女子 小林　愛莉 豊能ｼｰﾄｽ 中3 男子 松村　駿佑 アルゴニスポ小野

中2 女子 藤川　ひまり ｲﾄﾏﾝ西神 中3 男子 山本　頼知 一宮SS

中3 女子 杉原　心雪 JSS川西 中3 男子 洲崎　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸

中3 女子 西雄　愛莉 SUN網干 中3 男子 藤原　拓人 ｲﾄﾏﾝ西神戸

中3 女子 蔦川　真優 SUN加西 中3 男子 原田　壮大 ｺﾅﾐ明石

中3 女子 倉橋　初芽 一宮SS 中3 男子 山岡　大晟 ｺﾅﾐ西宮
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学年 性別 氏名 所属 学年 性別 氏名 所属

中3 女子 黒木　優愛 ｲﾄﾏﾝ川西 中3 男子 松岡　健太 ｺﾅﾐ東加古川

中3 女子 板谷　紗瑛 ｲﾄﾏﾝ神戸 中3 男子 西川　呂希 塚口SS

中3 女子 阿部　悠 ｲﾄﾏﾝ神戸 中3 男子 辻森　魁人 ﾏｯｸ武庫川

中3 女子 坂口　理彩子 ｲﾄﾏﾝ神戸 中3 男子 竹内　慶悟 武庫之荘SS

中3 女子 樋口　実紅 ｲﾄﾏﾝ神戸 中3 男子 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

中3 女子 宮崎　渚沙 ｲﾄﾏﾝ西神 中3 男子 廣本　佑馬 JSS北神戸

中3 女子 二宮　陽凪 ｲﾄﾏﾝ西神 中3 男子 藤澤　明輝 ｲﾄﾏﾝ西神戸

中3 女子 衛門　果穂 ｲﾄﾏﾝ西宮 中3 男子 内本　輝 ｲﾄﾏﾝ西宮

中3 女子 庄司　彩花 ｺﾅﾐ三田 高1 男子 渡辺　隆世 S・ﾊﾟﾃｨｵ

中3 女子 松本　悠里 ｺﾅﾐ西宮 高1 男子 小峯　輝羅 SUN姫路

中3 女子 浅尾　萌々香 ｺﾅﾐ西宮 高1 男子 上根　秀斗 ｲﾄﾏﾝ西神戸

中3 女子 小坂田　愛 塚口SS 高1 男子 川野　礼夢 ｺﾅﾐ西宮

中3 女子 前田　夏風 塚口SS 高1 男子 菅野　広大 須磨学園高校

中3 女子 中野　陽菜 塚口ＳＳ 高1 男子 戸上　光助 塚口SS

中3 女子 伊藤　未来 ﾏｯｸ加古川 高1 男子 小川　大貴 塚口SS

中3 女子 比良　来望 武庫之荘SS 高2 男子 大平　理登 JSS北神戸

中3 女子 青野　鈴夏 イトマン神戸 高2 男子 川越　悠河 JSS宝塚

高1 女子 宮前　幸奈 JSS姫路 高2 男子 長島　京志郎 NSI

高1 女子 宮崎　いぶき JSS三木 高2 男子 村上　汰晟 NSI

高1 女子 中嶌　楓花 NSI 高2 男子 北井　志宜 市川高校

高1 女子 森田　美友 ｲﾄﾏﾝ神戸 高2 男子 吉宮　浩之 市川高校

高1 女子 中澤　葵 ｲﾄﾏﾝ神戸 高2 男子 森田　遥大 市川高校

高1 女子 澤野　莉子 ｲﾄﾏﾝ神戸 高2 男子 小川　雄大 市川高校

高1 女子 高石　友梨香 イトマン三田 高2 男子 吉岡　亜矢都 市立尼崎

高1 女子 吉田　芽生 ｲﾄﾏﾝ西神 高2 男子 山田　海斗 市立尼崎

高1 女子 西河　輝峰 塚口SS 高2 男子 吉武　勇太朗 ｲﾄﾏﾝ西宮

高1 女子 片山　珠里 ﾙﾅｻﾝｽ神戸 高2 男子 竹中　拓哉 ｲﾄﾏﾝ神戸

高1 女子 橋本　夏菜恵 関西学院高等部 高2 男子 赤坂　太成 ｲﾄﾏﾝ西神

高2 女子 松野　仁衣奈 JSS大久保 高2 男子 垣内　柊人 関西学院高等部

高2 女子 四ツ谷　智香 NSI神鉄 高2 男子 重塚　笙 ｺﾅﾐ西宮

高2 女子 小阪　愛音 塚口SS 高2 男子 清水　歩空 ｺﾅﾐ西宮

高2 女子 菅原　萌那 ﾏｯｸ加古川 高2 男子 大野　佑太 仁川学院

高3 女子 湯口　百恵 NSI 高2 男子 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸

高3 女子 津田　歩季 SUN姫路 高2 男子 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路

高3 女子 舩本　愛子 赤穂SS 高2 男子 児嶋　利弘 村野工業高校

高3 女子 上田　幸歩 ｺﾅﾐ三田 高2 男子 堀上　諒馬 北須磨高校

高3 女子 村木　心 須磨学園高校 高3 男子 渡邊　健晴 村野工業高校

高3 女子 井上　真帆 須磨学園高校 高3 男子 廣本　新 JSS宝塚

高3 女子 川本　悠乃 関西学院高等部 高3 男子 北川　凜 市川高校

高3 男子 吉野　優平 市立尼崎

高3 男子 大門 慶悟 市立尼崎

高3 男子 久保田　一矢 ｲﾄﾏﾝ神戸

高3 男子 志水　建斗 ﾙﾈｻﾝｽ姫路

高3 男子 田中　駿真 関西学院高等部

高3 男子 重本　孝太郎 JSS三木

競泳 女子 合計 87 競泳 男子 合計 93

競泳 男女 合計 180
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学年 性別 氏名 所属 学年 性別 氏名 所属

小5 女子 高原　歩寧 JSS宝塚 中2 男子 玉井　陸斗 JSS宝塚

小5 女子 大久保　聖子 JSS宝塚 高1 男子 伊熊　扇李 JSS宝塚

小6 女子 福井　綾乃 JSS宝塚

小6 女子 岡本　瑞紀 JSS宝塚

飛込 女子 合計 4 飛込 男子 合計 2

飛込 男女 合計 6

学年 性別 氏名 所属 学年 性別 氏名 所属

小5 女子 岸川　シオン トライアクシス明石 小5 男子 河合　朋貴 トライアクシス明石

小5 女子 福井　夏 トライアクシス明石 小5 男子 久葉　大翔 トライアクシス明石

小5 女子 中根　千尋 トライアクシス明石 小5 男子 菅田　康太 トライアクシス明石

小5 女子 杉本　千乃 トライアクシス明石 小6 男子 吉岡　孝基 トライアクシス明石

中1 女子 佐野　明 トライアクシス明石 小6 男子 平木　翼 トライアクシス明石

中1 女子 佐藤　留里 トライアクシス明石 中1 男子 白尾　嘉大 トリトン兵庫水球クラブ

中2 女子 平木　青空 トライアクシス明石 中1 男子 小野　佳史 トリトン兵庫水球クラブ

中3 女子 岸川　カレン トライアクシス明石 中1 男子 山下　武士 トリトン兵庫水球クラブ

中3 女子 佐野　陽 トライアクシス明石 中2 男子 尾上　黎真 トリトン兵庫水球クラブ

高2 女子 村田　奈穂 神明会 中2 男子 有田　成琉 トリトン兵庫水球クラブ

高2 女子 堀　ひのき 神明会 中2 男子 村上　稜久 トリトン兵庫水球クラブ

高3 女子 尾﨑　加奈 神明会 中3 男子 熊谷　颯 トリトン兵庫水球クラブ

高3 女子 家村　みなと 神明会 中3 男子 春名　湧二郎 トリトン兵庫水球クラブ

中3 男子 米田　寛人 トリトン兵庫水球クラブ

中3 男子 山下　丈 トリトン兵庫水球クラブ

水球 女子 合計 13 水球 男子 合計 15

水球 男女 合計 28

学年 性別 氏名 所属

小6 女子 藤川　乃愛 JSS宝塚

中1 女子 大家　瑞記 JSS宝塚

中2 女子 小山　采花 JSS宝塚

中2 女子 橋本　侑季 JSS宝塚

中3 女子 寒竹　かぐら JSS宝塚

高1 女子 寺山　和花 SA六甲道

高1 女子 村嶋　花帆 JSS宝塚

AS 女子 合計 7

水泳 女子 総合計 111 水泳 男子 総合計 110

水泳 男女 総合計 221
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