
13(14) 歳以下 男子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1126805 逸崎 獅王 兵庫 First-J

2 1196557 土谷 星 兵庫 A＆F

3 1159303 駒田 瑛人 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

4 1129781 武井 真樹 兵庫 A＆F

5 1185786 前原 佑太 兵庫 REX KOBE

6 1187594 釜坂 勇輝 兵庫 Special　OneTA

7 1193480 高田 倖暉 兵庫 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 1118166 糸嶺 昊樹 兵庫 A＆F

9 1116889 大浦 蒼唯 兵庫 A＆F

10 1174579 山本 能亜 兵庫 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

11 1138734 戸谷 燦太 兵庫 Pana Children

12 1139911 尾崎 奏多 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

13 1148414 西山 蒼司 兵庫 TOALSON・Jrｱｶﾃﾞﾐｰ

14 1132022 三木 元気 兵庫 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ神戸

15 1121023 今西 珀人 兵庫 TOALSON・Jrｱｶﾃﾞﾐｰ

16 1192185 橋本 明篤 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
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13(14) 歳以下 女子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1286043 田﨑 菜々美 兵庫 ﾉｱTA垂水

2 1230134 小谷 心結 兵庫 ﾉｱTA垂水

3 1259371 荒川 愛子 兵庫 A&F

4 1200070 石田 実莉 兵庫 MSｻｳｻﾘｰﾄ

5 1288136 五島 宇莉 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

6 1268097 伊藤 加恋 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

7 1273853 木場 美菜未 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

8 1260297 上田 莉恋 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

9 1267758 寺井 瑞希 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

10 1295885 中村 玲那 兵庫 MSｻｳｻﾘｰﾄ

11 1257868 金光 柚奈 兵庫 TOALSON・Ｊｒｱｶﾃﾞﾐｰ

12 1284759 森田 凛々花 兵庫 園田学園中

13 1283874 立花 舞乃 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

14 1260385 竹内 晴菜 兵庫 REX KOBE

15 1200835 明石 芽生 兵庫 仁川学院中

16 1250814 水口 奈美希 兵庫 ALLROUND

17 1279662 村上 璃優 兵庫 三木ﾛｲﾔﾙTC
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11(12) 歳以下 男子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1158585 清水 良真 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

2 1179901 菊川 雄介 兵庫 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ神戸

3 1189130 五島 科依 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

4 1120209 板谷 学 兵庫 Pana Children

5 1188312 黒田 大晴 兵庫 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

6 1149709 大江 南都 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

7 1108236 谷澤 拓真 兵庫 ﾉｱTA垂水

8 1132968 中谷 幸太郎 兵庫 宝塚TCO

9 1187788 片山 琉空 兵庫 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞTC

10 1176753 大浦 遊唯翔 兵庫 A&F

11 1163063 山田 侃瑠 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

12 1164094 足立 尊 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ
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11(12) 歳以下 女子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1200167 大西 瑠歌 兵庫 三木ﾛｲﾔﾙTC

2 1221958 青山 琴美 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

3 1253921 村木 めい 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

4 1223063 石川 夕楓 兵庫 人丸ＴＣ

5 1238844 以須野 心音 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｼﾃｰｼﾞ宝塚

6 1263779 谷口 楓 兵庫 teamXS

7 1242036 藤田 梨央 兵庫 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

8 1297006 川中 一花 兵庫 TOALSON・Ｊｒｱｶﾃﾞﾐｰ

9 1249697 山本 結貴 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

10 1238829 板垣 瑠夏 兵庫 MSｻｳｻﾘｰﾄ

11 1208209 塩見 渚 兵庫 ﾉｱTA垂水

12 1224523 尊田 芽生 兵庫 酒井ﾃﾆｽ企画

13 1246254 西村 娃璃 兵庫 TOALSON・Ｊｒｱｶﾃﾞﾐｰ
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