
女子

関西ランキング

登録番号 姓 名 姓 名

1297006 川中 一花 カワナカ イチカ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

1246254 西村 娃璃 ニシムラ アイリ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

1208209 塩見 渚 シオミ ナギサ 兵庫 ﾉｱTA垂水

1253921 村木 めい ムラキ メイ 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1259731 佐藤 怜 サトウ レイ 兵庫 ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC

1270073 井伊 美琴 イイ ミコト 兵庫 ﾉｱTA垂水

1226531 坪井 あおぞら ツボイ アオゾラ 兵庫 三木ﾛｲﾔﾙTC

1213434 井上 陽向 イノウエ ヒナタ 兵庫 三木ﾛｲﾔﾙTC

1249774 谷口 渚 タニグチ ナギサ 兵庫 teamXS

1292418 請川 楓 ウケカワ カエデ 兵庫 COSANA

1291510 濱田 実杏 ハマダ ミアン 兵庫 宝塚TCO

1290871 長藤 愛菜 ナガフジ マナ 兵庫 宝塚TCO

1275094 伊藤 菜々美 イトウ ナナミ 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1238306 坪田 菜々 ツボタ ナナ 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1260264 松浦 瑠奈 マツウラ ルナ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

1226506 田中 咲希 タナカ サキ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚
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1189130 五島 科依 ゴシマ カイ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

1176753 大浦 遊唯翔 オオウラ ユイト 兵庫 A＆F

1148666 酒井 皇成 サカイ コウセイ 兵庫 First-J

1173426 藤本 惺汰 フジモト セイタ 兵庫 COSANA

1150763 吉田 律空 ヨシダ リク 兵庫 宝塚TCO

1120291 藤﨑 陽士 フジサキ ハルト 兵庫 宝塚TCO

1164094 足立 尊 アダチ タケル 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

1160589 住田 健 スミタ タケル 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

1121175 設楽 タリス旬 シタラ タリスシュン 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1120547 玉木 翔大 タマキ ハルト 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1129926 辻 誠之介 ツジ セイノスケ 兵庫 甲南中

1113325 宮原 歓大 ミヤハラ カンダイ 兵庫 COSANA

1133996 佐藤 謙信 サトウ ケンシン 兵庫 西宮TC

1100043 横山 晴陽 ヨコヤマ ハルヒ 兵庫 Panacｍhildren

1138631 川端 琥南 カワバタ コナン 兵庫 SELFISH

1144146 何 立音 ホウ リオン 兵庫 香枦園TC
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1225324 槇原 凛 マキハラ リン 兵庫 西宮TC

1260297 上田 莉恋 ウエダ リコ 兵庫 ﾉｱTA垂水

1259371 荒川 愛子 アラカワ アイコ 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

1283874 立花 舞乃 タチバナ マノ 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

1200070 石田 実莉 イシダ ミノリ 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

1250814 水口 奈美希 ミズグチ ナビキ 兵庫 ALLROUND

1200167 大西 瑠歌 オオニシ ルカ 兵庫 A＆F

1223063 石川 夕楓 イシカワ ユウカ 兵庫 　人丸TC

1288136 五島 宇莉 ゴシマ ウリ 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

1267758 寺井 瑞希 テライ ミズキ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

1279662 村上 璃優 ムラカミ リユ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

1293826 菅野 なつ スガノ ナツ 兵庫 CozyT.A

1258569 但馬 凛 タジマ リン 兵庫 Special One TA

1270637 桑嶋 千咲 クワシマ チサ 兵庫 西宮TC

1248634 草山 さやか クサヤマ サヤカ 兵庫 Trantotte

1281846 渡辺 優杏 ワタナベ ユア 兵庫 ＴＫＣジュニアアカデミー
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1148414 西山 蒼司 ニシヤマ ソウジ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

1141860 高橋 央太郎 タカハシ オウタロウ 兵庫 First-J

1179901 菊川 雄介 キクカワ ユウスケ 兵庫 CozyT.A

1158585 清水 良真 シミズ カズマ 兵庫 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田

1185209 石川　 雄大 イシカワ ユウタ 兵庫 宝塚TCO

1109917 舩岡 恵大 フナオカ ケイタ 兵庫 宝塚TCO

1192416 福家 匠音 フケ タクト 兵庫 甲南中

1158527 平野 司 ヒラノ ツカサ 兵庫 甲南中

1140896 御前 湊麓 ミサキ ミロク 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

1100111 山本 一心 ヤマモト イッシン 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

1161715 中野 敬仁 ナカノ タカヒト 兵庫 雲雀丘学園中

1112586 沖田 宙洛 オキタ ソウラ 兵庫 雲雀丘学園中

1187788 片山 琉空 カタヤマ ルーク 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

1149709 大江 南都 オオエ ミナト 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

1103085 松岡 聖弥 マツオカ セイヤ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞBM

1185544 堀井 拓斗 ホリイ タクト 兵庫 Special One TA
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