
No チーム名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

2 姫 路 東 玖村 誠(3) 髙岡 大渡(3) 谷 治大(2) 鍜示 晃大(2) 竹中 翔平(2) 三木 敬太(2) 山本 温貴(2) 竹内 翔真(1) 大谷 起晴(1) 若林 大翔(1)

5 姫 路 工 寒川宏太郎(2) 黒木 奏人(1) 福岡 侑馬(1) 渡邊 信也(1) 白石 北斗(1) 森垣 拓巳(1) 栗山 透弥(1) 髙橋 陽樹(3) 橋本 英典(3) 多鹿 俊亮(3)

6 姫 路 西 馬場 俊彰(3) 藤本 甚(3) 湯河虎太郎(2) 城谷 侑希(2) 中村 海月(1) 児山 幹季(1) 馬場 滉平(1) 田宅 陽(1) 松田 拓弥(1) 藤森 一輝(1)

7 姫 路 中野 真輔(3) 澤田 陸杜(3) 奥田 真也(3) 竹内 啓登(3) 吉識賢太郎(3) 山下 晃平(3) 好田 昌史(2) 平井壮一郎(2) 福井 康太(1) 古川 剛大(1)

10 琴 丘 蛭子 聡人(2) 廣澤 拓真(2) 近藤 瑞起(2) 井上 太陽(2) 上西 睦生(2) 高野 陸斗(1) 藤田 快大(1) 赤錆 雄太(1) 萩原 康太(1) 田中 遼作(1)

11 姫 路 商 小林 壱樹(3) 伊賀 龍平(3) 岸本 拓磨(3) 成井 快登(3) 菅野 和輝(2) 菅野 大輝(2) 永岡 紘知(2) 児島 健太(2) 亀田仁一路(2) 桐月 健斗(1)

13 飾 磨 工 落合 翔大(3) 上林 大地(3) 白髭 一生(3) 西本 将(3) 石井 颯翔(2) 菊川 真之(2) 小室晋一朗(1) 高谷 唯斗(1) 田尻 礼(1) 寺谷 壮汰(1)

15 網 干 繁田 凜(3) 松井 大空(2) 津田 健人(2) 中島健士郎(2) 海野 紘聖(1) 大倉 豊司(1) 佐賀山明紀(1)

16 姫 路 飾 西 藤谷 真紘(2) 川中彗太郎(2) 寶山 大翔(2) 多田 祥真(2) 矢野 航大(2) 神崎 太一(2) 岡田 尚之(2) 立山 優斗(2) 正木 誠(1) 廣山 悠斗(2)

25 太 子 井上 拓実(2) 森 玲 (2) 淵本 純平(2) 西村 泉珠(2) 岸本 尊(2) 福永 拓海(1) 黒田諒太郎(1)

26 龍 野 高見 駿治(3) 沖津 悠翔(3) 小川 裕己(3) 栗栖 寂陽(3) 白井 晴登(3) 西川 瑛人(3) 石井 拓海(2) 鶴田 慈英(2) 櫻井 拓海(2) 松吉 蒼馬(2)

27 龍 野 北 杉町 匠海(3) 三木 皓太(3) 置塩 晋哉(3) 宮本 光樹(3) 石丸 忠幸(3) 平田 成海(2) 本郷 侑己(2) 田路 健人(1) 橋本 康汰(1) 上田 秀人(3)

29 相 生 備生 智大(1) 大髙 流南(1) 江林 蓮生(1) 荒木 鷹飛(1) 木本 悠翔(2) 團 優真(2) 間嶋 隆善(2) 寺坂 裕世(2) 門重 来星(2) 竹迫 蒼真(1)

30 相 生 産 甲 大樹(1) 高田 昴(1) 濱野 尚輝(1) 川本 和央(1) 宮澤 賢汰(3) 小林翔一郎(3) 嶋田 相希(3) 川本 倖平(3)

31 赤 穂 中島 蒼(3) 森川 隼成(2) 谷 颯人(2) 上野潤之介(2) 有田 優也(2) 加藤 豪留(2) 前田 乙機(2) 横田 大翔(2) 豆田 匠駿(1) 鼓 颯大(1)

32 上 郡 角倉 範至(3) 濱中 蓮(3) 梅田 大輝(2) 柏原 蓮(2) 小林 弘基(2) 三田 琉聖(2) 高原里玖斗(2) 青木 静冴(1) 稲田 凱(1) 前川 裕哉(1)

33 佐 用 中野 悠聖(3) 中川 玲汰(3) 中野 涼聖(3) 村田 愛誠(2) 池田 優斗(1) 田中 凱(1) 坂本寿稀也(1) 坂本 昂雅(1)
尾ノ井槙乃佑

(1)
39 県 立 大 附 大森 勇輝(2) 谷内 太陽(2) 杉本 翔麻(2) 川田 皓哉(1) 中条 晴貴(1) 福永 大晴(1) 大谷 成(1) 鈴木清太郎(1) 柳瀬 裕司(1) 森安 悠(1)

19 福 崎 谷口 椋哉(3) 吉冨 隆志(2) 奥﨑 裕人(1) 宿野 悠樹(1) 寺脇佑希也(1) 林田 要(1)

113 飾 磨 工 Ｂ 北條 雄士(3) 宮森 海斗(3) 山本 由樹(3) 川口 龍太(2) 清水 丈詩(2) 廣戸 大輔(2) 苅田 庄太(1) 寺谷 光汰(1) 西村 聡流(1)

213 飾 磨 工 Ｃ 亀井 翼(3) 中川 貴嗣(3) 植田 剛史(2) 萬壽 春輝(2) 小路 智也(1) 菅原 翠巴(1) 辻村 絢平(1) 日隈 佑介(1)
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