
No チーム名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

2 姫 路 東 竹中 翔平(3) 三木 敬太(3) 小林 優輝(2) 大谷 起晴(2) 川端 海斗(2) 若林 大翔(2) 佐藤 歩夢(1) 天満 陸(1) 森脇 知哉(1) 三浦 峻(1)

5 姫 路 工 黒木 奏人(2) 福岡 侑馬(2) 渡邊 信也(2) 白石 北斗(2) 森垣 拓巳(2) 栗山 透弥(2) 古川 歩夢(1) 小林 優斗(1) 青田 慶治(1) 寒川宏太郎(3)

6 姫 路 西 湯河虎太郎(3) 城谷 侑希(3) 中村 海月(2) 児山 幹季(2) 馬場 滉平(2) 田宅 陽(2) 松田 拓弥(2) 藤森 一輝(2) 久保 航貴(1) 難波 輝蔵(1)

7 姫 路 福井 康太(2) 古川 剛大(2) 奥田 修史(1) 春井 永輝(1) 竹田 皓青(1) 山口 晴哉(1) 酒井 優舞(1) 田中 伊織(1) 利根川悠太(1) 筒泉 仁貴(1)

8 東 洋 大 姫 路 山下 憧也(2) 治田尚太朗(2) 市川 凌真(1) 岡村 侑紀(1) 竹國倫太朗(1) 横尾 昌弥(1) 高橋 尚悟(1) 宮本 瑞生(1) 丹羽 優陽(1) 清土 滉太(1)

11 姫 路 商 中川 隼一(3) 菅野 和輝(3) 菅野 大輝(3) 永岡 紘知(3) 児島 健太(3) 金岡 弘尚(3) 亀田仁一路(3) 富山 颯太(2) 荒川 満基(2) 岩田 峻也(2)

13 飾 磨 工 石井 颯翔(3) 菊川 真之(3) 清水 丈詩(3) 廣戸 大輔(3) 小室晋一朗(2) 苅田 庄太(2) 高谷 唯斗(2) 寺谷 光汰(2) 寺谷 壮汰(2) 日隈 佑介(2)

14 姫 路 南 野田将太郎(3) 白矢 昂汰(3) 井上 敬登(2) 前田 陸人(2) 竹井 彰仁(2) 原 麻嘉(2) 中野 龍治(2) 岩澤 慧(1)

16 姫 路 飾 西 正木 誠(2) 寺本 翔(1) 渡辺 翔馬(1) 木原虎太郎(1) 寺本 耀(1) 置塩 維吹(1) 後藤 優斗(1) 元木 大輔(1) 市場 結翔(1) 伊藤 優(1)

19 福 崎 吉冨 隆志(3) 宿野 悠樹(2) 寺脇佑希也(2) 天野 和哉(1) 荒木 康輔(1) 髙岡 侑矢(1) 山下 真範(1) 赤松 実(1)

26 龍 野 櫻井 拓海(3) 鶴田 慈英(3) 石井 拓海(3) 松吉 蒼馬(3) 中田 暉人(1) 冨永 夢人(1) 石田 翔真(1) 山田 滉陽(1) 大塚 輝(1) 橋本 和樹(1)

29 相 生 備生 智大(2) 大髙 流南(2) 荒木 鷹飛(2) 肥塚 匠海(1) 坂木 楓(1) 吉田 弘輝(1) 髙橋 涼輔(2) 木本 悠翔(3) 門重 来星(3) 竹迫 蒼真(2)

30 相 生 産 甲 大樹(2) 高田 昴(2) 濱野 尚輝(2) 川本 和央(2) 大澤 青空(1) 金谷 聡士(1) 川口 凌生(1) 西浦 拓輝(1) 濱田 崇太(1) 林 魁聖(1)

31 赤 穂 森川 隼成(3) 谷 颯人(3) 上野潤之介(3) 有田 優也(3) 豆田 匠駿(2) 鼓 颯大(2) 後藤 優弥(2) 谷 友貴(1) 梶 貴博(1) 米谷京一郎(1)

33 佐 用 田中 凱(2) 坂本寿稀也(2) 坂本 昂雅(2)
尾ノ井槙乃佑

(2)
小田 哉斗(1) 井口 春我(1) 坂田 悠(1)

39 県 立 大 附 川田 皓哉(2) 中条 晴貴(2) 福永 大晴(2) 鈴木清太郎(2) 森安 悠(2) 栁瀬 裕司(2) 葛西 央明(1) 大鷹 則迪(1) 小西航太朗(1) 山口 潤(1)

27 龍 野 北 田路 健人(2) 井上 大吾(1)

32 上 郡 稲田 凱(2) 前川 裕哉(2) 千﨑 航平(2)

111 姫 路 商 Ｂ 砂田 晟弥(3) 平岩 侑馬(3) 桐月 健斗(2) 瀬川 晃成(2) 澤田 和希(2) 池田 航大(1) 妹尾 楓真(1) 足立 大和(1) 川端 勇史(1)
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