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103 名和（尼崎市） ﾒｲﾜ 200 住吉(神戸市) ｽﾐﾖｼ 250 東垂水(神戸市) ﾋｶﾞｼﾀﾙﾐ 300 神大附属(明石市) ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸ
104 武庫の里(尼崎市) ﾑｺﾉｻﾄ 201 本庄(神戸市) ﾎﾝｼﾞｮｳ 251 千鳥が丘(神戸市) ﾁﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 301 明石(明石市) ｱｶｼ
105 園田(尼崎市) ｿﾉﾀﾞ 202 渦が森(神戸市) ｳｽﾞｶﾞﾓﾘ 252 舞多聞(神戸市) ﾏｲﾀﾓﾝ 302 人丸（明石市） ﾋﾄﾏﾙ
108 園和北（尼崎市） ｿﾉﾜｷﾀ 203 本山第一(神戸市) ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁ 253 下畑台(神戸市) ｼﾓﾊﾀﾀﾞｲ 303 大観(明石市) ﾀｲｶﾝ
109 尼崎北(尼崎市) ｱﾏｶﾞｻｷｷﾀ 204 魚崎(神戸市) ｳｵｻﾞｷ 254 塩屋(神戸市) ｼｵﾔ 306 鳥羽(明石市) ﾄﾊﾞ
110 尼崎AC（尼崎市） ｱﾏｶﾞｻｷAC 205 本山南(神戸市) ﾓﾄﾔﾏﾐﾅﾐ 255 福田(神戸市) ﾌｸﾀﾞ 307 藤江(明石市) ﾌｼﾞｴ
111 NOBY T&F(西宮市) ﾉﾋﾞｨT&F 206 本山第二(神戸市) ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲﾆ 256 乙木(神戸市) ｵﾄｷﾞ 308 花園（明石市） ﾊﾅｿﾞﾉ
112 安井(西宮市) ﾔｽｲ 207 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ(神戸市) ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞ 257 神陵台(神戸市) ｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲ 309 貴崎(明石市) ｷｻｷ
113 北夙川(西宮市) ｷﾀｼｭｸｶﾞﾜ 208 稗田(神戸市) ﾋｴﾀﾞ 258 千代が丘(神戸市) ﾁﾖｶﾞｵｶ 310 大久保(明石市) ｵｵｸﾎﾞ
114 甲東(西宮市) ｺｳﾄｳ 209 福住(神戸市) ﾌｸｽﾞﾐ 259 垂水(神戸市) ﾀﾙﾐ 311 山手(明石市) ﾔﾏﾃ
115 瓦木（西宮市） ｶﾜﾗｷﾞ 210 本山第三(神戸市) ﾓﾄﾔﾏﾀﾞｲｻﾝ 260 霞ヶ丘(神戸市) ｶｽﾐｶﾞｵｶ 312 谷八木(明石市) ﾀﾆﾔｷﾞ
116 北六甲台（西宮市） ｷﾀﾛｯｺｳﾀﾞｲ 211 成徳(神戸市) ｾｲﾄｸ 261 東舞子(神戸市) ﾋｶﾞｼﾏｲｺ 313 江井島(明石市) ｴｲｶﾞｼﾏ
117 東山台（西宮市） ﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞｲ 212 御影(神戸市) ﾐｶｹﾞ 262 舞子(神戸市) ﾏｲｺ 314 魚住(明石市) ｳｵｽﾞﾐ
118 山口（西宮市） ﾔﾏｸﾞﾁ 213 鶴甲(神戸市) ﾂﾙｶﾌﾞﾄ 263 西舞子(神戸市) ﾆｼﾏｲｺ 315 錦浦(明石市) ｷﾝﾎﾟ
119 香櫨園（西宮市） ｺｳﾛｴﾝ 214 甲南（神戸市） ｺｳﾅﾝ 264 小束山(神戸市) ｺﾂﾞｶﾔﾏ 316 二見(明石市) ﾌﾀﾐ
120 高木(西宮市) ﾀｶｷﾞ 215 なぎさ(神戸市) ﾅｷﾞｻ 265 本多聞(神戸市) ﾎﾝﾀﾓﾝ 317 松が丘(明石市) ﾏﾂｶﾞｵｶ
121 生瀬（西宮市） ﾅﾏｾﾞ 216 港島学園(神戸市) ﾐﾅﾄｼﾞﾏｶﾞｸｴﾝ 266 木津(神戸市) ｷﾂﾞ 318 朝霧(明石市) ｱｻｷﾞﾘ
122 甲陽園（西宮市） ｺｳﾖｳｴﾝ 217 会下山(神戸市) ｴｹﾞﾔﾏ 267 北山(神戸市) ｷﾀﾔﾏ 319 二見北(明石市) ﾌﾀﾐｷﾀ
123 瓦林（西宮市） ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ 218 こうべ(神戸市) ｺｳﾍﾞ 268 つつじが丘(神戸市) ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶ 320 錦が丘(明石市) ﾆｼｷｶﾞｵｶ
124 鳴尾北(西宮市) ﾅﾙｵｷﾀ 219 中央（神戸市） ﾁｭｳｵｳ 269 塩屋北(神戸市) ｼｵﾔｷﾀ 321 高丘東(明石市) ﾀｶｵｶﾋｶﾞｼ
125 上ヶ原(西宮市) ｳｴｶﾞﾊﾗ 220 水木(神戸市) ﾐｽﾞｷ 270 竹の台(神戸市) ﾀｹﾉﾀﾞｲ 322 高丘西(明石市) ﾀｶｵｶﾆｼ
126 鳴尾東(西宮市) ﾅﾙｵﾋｶﾞｼ 221 兵庫大開(神戸市) ﾋｮｳｺﾞﾀﾞｲｶｲ 271 東町(神戸市) ﾋｶﾞｼﾏﾁ 323 沢池(明石市) ｻﾜｲｹ
127 上ヶ原南(西宮市) ｳｴｶﾞﾊﾗﾐﾅﾐ 222 和田岬(神戸市) ﾜﾀﾞﾐｻｷ 272 伊川谷(神戸市) ｲｶﾜﾀﾞﾆ 324 清水(明石市) ｼﾐｽﾞ
128 樋ノ口(西宮市) ﾋﾉｸﾁ 223 宮本(神戸市) ﾐﾔﾓﾄ 273 井吹の丘（神戸市） ｲﾌﾞｷﾉｵｶ 325 中崎(明石市) ﾅｶｻﾞｷ
129 上甲子園(西宮市) ｶﾐｺｳｼｴﾝ 224 西山（神戸市） ﾆｼﾔﾏ 274 有瀬(神戸市) ｱﾘｾ 326 和坂(明石市) ﾜｻｶ
131 ｱｽﾛﾝAC(芦屋市) ｱｽﾛﾝAC 225 浜山（神戸市） ﾊﾏﾔﾏ 275 井吹東(神戸市) ｲﾌﾞｷﾋｶﾞｼ 327 二見西(明石市) ﾌﾀﾐﾆｼ
132 精道(芦屋市) ｾｲﾄﾞｳ 226 箕谷(神戸市) ﾐﾉﾀﾆ 276 井吹西(神戸市) ｲﾌﾞｷﾆｼ 328 大久保南(明石市) ｵｵｸﾎﾞﾐﾅﾐ
133 山手(芦屋市) ﾔﾏﾃ 227 谷上(神戸市) ﾀﾆｶﾞﾐ 277 小寺(神戸市) ｺﾃﾞﾗ 329 明石JRC(明石市) ｱｶｼJRC
134 潮見(芦屋市) ｼｵﾐ 228 鹿の子台(神戸市) ｶﾉｺﾀﾞｲ 278 狩場台(神戸市) ｶﾘﾊﾞﾀﾞｲ 331 加古川(加古川市) ｶｺｶﾞﾜ
135 打出浜（芦屋市） ｳﾁﾃﾞﾊﾏ 229 筑紫が丘(神戸市) ﾂｸｼｶﾞｵｶ 279 押部谷(神戸市) ｵｼﾍﾞﾀﾞﾆ 332 氷丘（加古川市） ﾋｵｶ
136 浜風(芦屋市) ﾊﾏｶｾﾞ 230 泉台(神戸市) ｲｽﾞﾐﾀﾞｲ 280 樫野台（神戸市） ｶｼﾉﾀﾞｲ 333 神野(加古川市) ｶﾝﾉ
137 A&C ASHIYA(芦屋市) A&C ｱｼﾔ 231 北五葉（神戸市） ｷﾀｺﾞﾖｳ 281 平野（神戸市） ﾋﾗﾉ 334 野口(加古川市) ﾉｸﾞﾁ
138 朝日ヶ丘(芦屋市) ｱｻﾋｶﾞｵｶ 232 鈴蘭台(神戸市) ｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲ 282 桜が丘(神戸市) ｻｸﾗｶﾞｵｶ 335 平岡(加古川市) ﾋﾗｵｶ
139 宮川（芦屋市） ﾐﾔｶﾞﾜ 233 星和台（神戸市） ｾｲﾜﾀﾞｲ 283 高津橋(神戸市) ｺｳﾂﾞﾊﾞｼ 336 尾上(加古川市) ｵﾉｴ
141 雲雀丘学園(宝塚市) ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶｶﾞｸｴﾝ 234 道場(神戸市) ﾄﾞｳｼﾞｮｳ 284 長坂(神戸市) ﾅｶﾞｻｶ 337 別府(加古川市) ﾍﾞﾌ
142 小林聖心(宝塚市) ｵﾊﾞﾔｼｾｲｼﾝ 235 大池(神戸市) ｵｵｲｹ 285 枝吉(神戸市) ｴﾀﾞﾖｼ 338 八幡(加古川市) ﾔﾊﾀ
143 売布(宝塚市) ﾒﾌ 236 池田(神戸市) ｲｹﾀﾞ 286 出合(神戸市) ﾃﾞｱｲ 339 平荘(加古川市) ﾍｲｿｳ
144 長尾南(宝塚市) ﾅｶﾞｵﾐﾅﾐ 237 明親(神戸市) ﾒｲｼﾝ 287 美賀多台(神戸市) ﾐｶﾀﾀﾞｲ 340 上荘(加古川市) ｶﾐｼｮｳ
145 長尾(宝塚市) ﾅｶﾞｵ 238 丸山ひばり(神戸市) ﾏﾙﾔﾏﾋﾊﾞﾘ 288 岩岡(神戸市) ｲﾜｵｶ 341 東神吉(加古川市) ﾋｶﾞｼｶﾝｷ
161 南(伊丹市) ﾐﾅﾐ 239 蓮池(神戸市) ﾊｽｲｹ 289 糀台(神戸市) ｺｳｼﾞﾀﾞｲ 342 西神吉(加古川市) ﾆｼｶﾝｷ
162 鈴原(伊丹市) ｽｽﾞﾊﾗ 240 五位の池(神戸市) ｺﾞｲﾉｲｹ 290 春日台(神戸市) ｶｽｶﾞﾀﾞｲ 343 川西(加古川市) ｶﾜﾆｼ
163 荻野(伊丹市) ｵｷﾞﾉ 241 駒ケ林(神戸市) ｺﾏｶﾞﾊﾞﾔｼ 291 菅の台(神戸市) ｽｶﾞﾉﾀﾞｲ 344 陵北(加古川市) ﾘｮｳﾎｸ
164 摂陽(伊丹市) ｾﾂﾖｳ 242 だいち(神戸市) ﾀﾞｲﾁ 292 多聞台(神戸市) ﾀﾓﾝﾀﾞｲ 345 平岡南(加古川市) ﾋﾗｵｶﾐﾅﾐ
165 伊丹(伊丹市) ｲﾀﾐ 243 北須磨(神戸市) ｷﾀｽﾏ 293 会下山RC(神戸市) ｴｹﾞﾔﾏRC 347 鳩里(加古川市) ｷｭｳﾘ
171 けやき坂（川西市） ｹﾔｷｻﾞｶ 244 高倉台(神戸市) ﾀｶｸﾗﾀﾞｲ 294 西川RAC(神戸市) ﾆｼｶﾜRAC 348 平岡東(加古川市) ﾋﾗｵｶﾋｶﾞｼ
172 北陵（川西市） ﾎｸﾘｮｳ 245 多井畑（神戸市） ﾀｲﾉﾊﾀ 295 玉津第一(神戸市) ﾀﾏﾂﾀﾞｲｲﾁ 349 野口北(加古川市) ﾉｸﾞﾁｷﾀ
173 明峰（川西市） ﾒｲﾎｳ 246 板宿(神戸市) ｲﾀﾔﾄﾞ 296 T&F KOBE(神戸市) T&F ｺｳﾍﾞ 350 志方東(加古川市) ｼｶﾀﾋｶﾞｼ
174 清和台（川西市） ｾｲﾜﾀﾞｲ 247 妙法寺(神戸市) ﾐｮｳﾎｳｼﾞ 297 有野台NAC(神戸市) ｱﾘﾉﾀﾞｲNAC 351 志方(加古川市) ｼｶﾀ
175 東谷（川西市） ﾋｶﾞｼﾀﾆ 248 東落合(神戸市) ﾋｶﾞｼｵﾁｱｲ 298 北五葉NAC(神戸市) ｷﾀｺﾞﾖｳNAC 352 志方西(加古川市) ｼｶﾀﾆｼ
176 牧の台(川西市) ﾏｷﾉﾀﾞｲ 249 南落合(神戸市) ﾐﾅﾐｵﾁｱｲ 299 岩岡AC(神戸市) ｲﾜｵｶAC 353 氷丘南(加古川市) ﾋｵｶﾐﾅﾐ
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354 平岡北（加古川市） ﾋﾗｵｶｷﾀ 401 砥堀(姫路市) ﾄﾎﾘ 453 的形(姫路市） ﾏﾄｶﾞﾀ 502 那波(相生市) ﾅﾊﾞ
355 野口南(加古川市) ﾉｸﾞﾁﾐﾅﾐ 402 水上(姫路市) ﾐｽﾞｶﾐ 454 大塩(姫路市) ｵｵｼｵ 503 双葉(相生市) ﾌﾀﾊﾞ
356 東神吉南(加古川市) ﾋｶﾞｼｶﾝｷﾐﾅﾐ 403 増位(姫路市) ﾏｽｲ 455 林田(姫路市) ﾊﾔｼﾀﾞ 504 中央(相生市) ﾁｭｳｵｳ
357 若宮(加古川市) ﾜｶﾐﾔ 404 広峰(姫路市) ﾋﾛﾐﾈ 456 伊勢(姫路市） ｲｾ 505 若狭野(相生市) ﾜｶｻﾉ
358 別府西(加古川市) ﾍﾞﾌﾆｼ 405 城北(姫路市） ｼﾞｮｳﾎｸ 457 家島(姫路市） ｲｴｼﾏ 506 矢野(相生市) ﾔﾉ
359 加古川RC（加古川市） ｶｺｶﾞﾜRC 406 野里(姫路市) ﾉｻﾞﾄ 458 坊勢(姫路市） ﾎﾞｳｾﾞ 507 青葉台(相生市) ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ
361 高砂(高砂市) ﾀｶｻｺﾞ 407 城乾(姫路市) ｼﾞｮｳｹﾝ 460 古知(姫路市) ｺﾁ 508 相生陸上(相生市) ｱｲｵｲﾘｸｼﾞｮｳ
362 荒井(高砂市) ｱﾗｲ 408 城西(姫路市) ｼﾞｮｳｻｲ 461 前之庄(姫路市) ﾏｴﾉｼｮｳ 509 赤穂JRC(赤穂市) ｱｺｳJRC
363 伊保(高砂市) ｲﾎ 409 安室東(姫路市) ﾔｽﾑﾛﾋｶﾞｼ 464 菅生(姫路市) ｽｺﾞｳ 510 赤穂陸上(赤穂市) ｱｺｳﾘｸｼﾞｮｳ
364 中筋(高砂市) ﾅｶｽｼﾞ 410 安室(姫路市) ﾔｽﾑﾛ 465 香呂(姫路市) ｺｳﾛ 511 赤穂(赤穂市) ｱｺｳ
365 曽根(高砂市) ｿﾈ 411 高岡(姫路市) ﾀｶｵｶ 466 中寺(姫路市) ﾅｶﾃﾞﾗ 512 塩屋(赤穂市) ｼｵﾔ
366 米田(高砂市) ﾖﾈﾀﾞ 412 高岡西(姫路市） ﾀｶｵｶﾆｼ 467 香呂南(姫路市) ｺｳﾛﾐﾅﾐ 513 尾崎(赤穂市) ｵｻｷ
367 阿弥陀(高砂市) ｱﾐﾀﾞ 413 曽左(姫路市) ｿｻ 468 安富南(姫路市） ﾔｽﾄﾐﾐﾅﾐ 514 御崎(赤穂市) ﾐｻｷ
368 北浜(高砂市) ｷﾀﾊﾏ 414 峰相(姫路市) ﾐﾈｱｲ 470 安室RC(姫路市) ｱﾑﾛRC 515 坂越(赤穂市) ｻｺｼ
369 米田西(高砂市) ﾖﾈﾀﾞﾆｼ 415 白鳥(姫路市) ﾊｸﾁｮｳ 471 姫路市陸上(姫路市) ﾋﾒｼﾞｼﾘｸｼﾞｮｳ 516 高雄(赤穂市) ﾀｶｵ
370 伊保南(高砂市) ｲﾎﾐﾅﾐ 416 青山(姫路市) ｱｵﾔﾏ 472 姫路AC(姫路市) ﾋﾒｼﾞAC 519 赤穂西(赤穂市) ｱｺｳﾆｼ
371 北浜JRC(高砂市) ｷﾀﾊﾏJRC 418 東(姫路市) ﾋｶﾞｼ 483 神崎(神崎郡) ｶﾝｻﾞｷ 520 城西(赤穂市) ｼﾞｮｳｻｲ
373 西脇(西脇市) ﾆｼﾜｷ 419 城東(姫路市） ｼﾞｮｳﾄｳ 484 寺前(神崎郡) ﾃﾗﾏｴ 521 龍野(たつの市) ﾀﾂﾉ
374 重春(西脇市) ｼｹﾞﾊﾙ 420 白鷺小中(姫路市) ﾊｸﾛｼｮｳﾁｭｳ 486 長谷(神崎郡) ﾊｾ 522 小宅(たつの市) ｵﾔｹ
375 日野(西脇市) ﾋﾉ 421 船場(姫路市) ｾﾝﾊﾞ 488 川辺(神崎郡) ｶﾜﾅﾍﾞ 523 揖西東(たつの市) ｲｯｻｲﾋｶﾞｼ
376 比延(西脇市) ﾋｴ 422 城陽(姫路市) ｼﾞｮｳﾖｳ 489 瀬加(神崎郡) ｾｶ 524 揖西西(たつの市) ｲｯｻｲﾆｼ
377 双葉(西脇市) ﾌﾀﾊﾞ 423 手柄(姫路市) ﾃｶﾞﾗ 490 甘地(神崎郡) ｱﾏｼﾞ 525 揖保(たつの市) ｲﾎﾞ
378 芳田(西脇市) ﾎｳﾀ 424 荒川(姫路市) ｱﾗｶﾜ 491 鶴居(神崎郡) ﾂﾙｲ 526 誉田(たつの市) ﾎﾝﾀﾞ
379 楠丘(西脇市) ｸｽｶﾞｵｶ 425 八木(姫路市) ﾔｷﾞ 492 福崎(神崎郡) ﾌｸｻｷ 527 神岡(たつの市) ｶﾐｵｶ
380 桜丘(西脇市) ｻｸﾗｶﾞｵｶ 426 糸引(姫路市) ｲﾄﾋｷ 493 高岡（神崎郡） ﾀｶｵｶ 529 東栗栖(たつの市) ﾋｶﾞｼｸﾘｽ
381 三樹(三木市) ｻﾝｼﾞｭ 427 白浜(姫路市) ｼﾗﾊﾏ 494 田原(神崎郡) ﾀﾜﾗ 530 香島(たつの市) ｶｼﾏ
382 平田(三木市) ﾋﾗﾀ 428 妻鹿(姫路市) ﾒｶﾞ 495 八千種(神崎郡) ﾔﾁｸｻ 531 新宮(たつの市) ｼﾝｸﾞｳ
383 三木(三木市) ﾐｷ 429 高浜(姫路市) ﾀｶﾊﾏ 496 神河陸上(神崎郡) ｶﾐｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 532 越部(たつの市) ｺｼﾍﾞ
384 別所(三木市) ﾍﾞｯｼｮ 430 飾磨(姫路市) ｼｶﾏ 533 半田(たつの市) ﾊﾝﾀﾞ
385 志染(三木市) ｼｼﾞﾐ 431 津田(姫路市) ﾂﾀﾞ 534 神部(たつの市) ｶﾝﾍﾞ
386 口吉川(三木市) ｸﾁﾖｶﾜ 432 英賀保(姫路市) ｱｶﾞﾎ 535 河内(たつの市) ｺｳﾁ
387 豊地(三木市) ﾄﾖﾁ 433 八幡（姫路市） ﾔﾜﾀ 536 御津(たつの市) ﾐﾂ
388 緑が丘（三木市） ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 434 広畑(姫路市) ﾋﾛﾊﾀ 537 室津(たつの市) ﾑﾛﾂ
389 緑が丘東（三木市） ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾋｶﾞｼ 435 広畑第二(姫路市) ﾋﾛﾊﾀﾀﾞｲﾆ 538 播磨高原東(たつの市) ﾊﾘﾏｺｳｹﾞﾝﾋｶﾞｼ
390 自由が丘(三木市) ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 436 大津(姫路市) ｵｵﾂ 541 龍田(揖保郡) ﾀﾂﾀﾞ
391 自由が丘東(三木市) ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾋｶﾞｼ 437 南大津(姫路市) ﾐﾅﾐｵｵﾂ 542 斑鳩(揖保郡) ｲｶﾙｶﾞ
392 広野(三木市) ﾋﾛﾉ 438 大津茂(姫路市) ｵｵﾂﾓ 543 太田(揖保郡) ｵｵﾀ
393 東吉川(三木市) ﾋｶﾞｼﾖｶﾜ 439 網干(姫路市) ｱﾎﾞｼ 544 石海(揖保郡) ｾｯｶｲ
395 上吉川(三木市) ｶﾐﾖｶﾜ 440 網干西(姫路市) ｱﾎﾞｼﾆｼ 551 上郡(赤穂郡) ｶﾐｺﾞｵﾘ
396 みなぎ台(三木市) ﾐﾅｷﾞﾀﾞｲ 441 勝原(姫路市) ｶﾂﾊﾗ 552 高田(赤穂郡) ﾀｶﾀ
397 三木JRC(三木市) ﾐｷJRC 442 旭陽(姫路市) ｷｮｸﾖｳ 553 山野里(赤穂郡) ﾔﾏﾉｻﾄ

443 余部(姫路市) ﾖﾍﾞ 556 上郡陸上(赤穂郡) ｶﾐｺﾞｵﾘﾘｸｼﾞｮｳ
444 船津(姫路市) ﾌﾅﾂ 561 佐用(佐用郡) ｻﾖｳ
445 山田(姫路市) ﾔﾏﾀﾞ 570 ちくさRC(宍粟市） ﾁｸｻRC
446 豊富小中（姫路市） ﾄﾖﾄﾐｼｮｳﾁｭｳ 571 山崎(宍粟市） ﾔﾏｻｷ
448 谷外(姫路市) ﾀﾆｿﾄ 574 戸原(宍粟市） ﾄﾊﾗ
449 花田(姫路市) ﾊﾅﾀﾞ
450 御国野(姫路市) ﾐｸﾆﾉ
451 四郷学院(姫路市) ｼｺﾞｳｶﾞｸｲﾝ
452 別所(姫路市) ﾍﾞｯｼｮ
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兵庫県小学校学校 ｺｰﾄﾞ

No 学校名 ﾌﾘｶﾞﾅ No 学校名 ﾌﾘｶﾞﾅ No 学校名 ﾌﾘｶﾞﾅ No 学校名 ﾌﾘｶﾞﾅ
601 三田（三田市） ｻﾝﾀﾞ 701 洲本第一(洲本市) ｽﾓﾄﾀﾞｲｲﾁ 801 豊岡(豊岡市) ﾄﾖｵｶ 901 小野(小野市) ｵﾉ
610 武庫（三田市） ﾑｺ 702 洲本第二(洲本市) ｽﾓﾄﾀﾞｲﾆ 802 八条(豊岡市) ﾊﾁｼﾞｮｳ 902 小野東(小野市) ｵﾉﾋｶﾞｼ
612 すずかけ台（三田市） ｽｽﾞｶｹﾀﾞｲ 703 洲本第三(洲本市) ｽﾓﾄﾀﾞｲｻﾝ 803 三江(豊岡市) ﾐｴ 903 河合(小野市) ｶﾜｲ
613 狭間（三田市） ﾊｻﾏ 704 加茂(洲本市) ｶﾓ 805 五荘(豊岡市) ｺﾞﾉｼｮｳ 904 来住(小野市) ｷｼ
621 駒ヶ谷AC（三田市） ｺﾏｶﾞﾀﾆAC 705 大野(洲本市) ｵｵﾉ 806 新田(豊岡市) ﾆｯﾀ 905 市場(小野市) ｲﾁﾊﾞ
635 城東(丹波篠山市) ｼﾞｮｳﾄｳ 706 由良(洲本市) ﾕﾗ 807 中筋(豊岡市) ﾅｶｽｼﾞ 906 大部(小野市) ｵｵﾍﾞ
640 大山(丹波篠山市) ｵｵﾔﾏ 707 中川原(洲本市) ﾅｶｶﾞﾜﾗ 810 港西(豊岡市) ｺｳｻｲ 907 中番(小野市) ﾅｶﾊﾞﾝ
641 味間(丹波篠山市) ｱｼﾞﾏ 708 安乎(洲本市) ｱｲｶﾞ 811 神美(豊岡市) ｶﾐﾖｼ 908 下東条(小野市) ｼﾓﾄｳｼﾞｮｳ
643 古市(丹波篠山市) ﾌﾙｲﾁ 709 都志(洲本市) ﾂｼ 812 城崎(豊岡市) ｷﾉｻｷ 911 北条(加西市) ﾎｳｼﾞｮｳ
651 崇広(丹波市) ｿｳｺｳ 710 鮎原(洲本市) ｱｲﾊﾗ 813 竹野(豊岡市) ﾀｹﾉ 912 北条東(加西市) ﾎｳｼﾞｮｳﾋｶﾞｼ
654 久下(丹波市) ｸｹﾞ 711 広石(洲本市) ﾋﾛｲｼ 814 中竹野(豊岡市) ﾅｶﾀｹﾉ 913 富田(加西市) ﾄﾐﾀ
655 小川(丹波市) ｵｶﾞﾜ 712 鳥飼(洲本市) ﾄﾘｶｲ 816 府中(豊岡市) ﾌﾁｭｳ 914 賀茂(加西市) ｶﾓ
656 和田(丹波市) ﾜﾀﾞ 713 堺(洲本市) ｻｶｲ 818 日高(豊岡市) ﾋﾀﾞｶ 915 下里(加西市) ｼﾓｻﾄ
658 中央(丹波市) ﾁｭｳｵｳ 721 倭文(南あわじ市) ｼﾄｵﾘ 820 三方(豊岡市) ﾐｶﾀ 916 九会(加西市) ｸｴ
659 西(丹波市) ﾆｼ 722 松帆(南あわじ市) ﾏﾂﾎ 821 清滝(豊岡市) ｷﾖﾀｷ 917 富合(加西市) ﾄﾐｱｲ
660 北(丹波市) ｷﾀ 723 湊(南あわじ市) ﾐﾅﾄ 822 弘道(豊岡市) ｺｳﾄﾞｳ 918 日吉(加西市) ﾋﾖｼ
661 東(丹波市) ﾋｶﾞｼ 725 辰美(南あわじ市) ﾀﾂﾐ 825 小坂(豊岡市) ｵｻｶ 919 宇仁(加西市) ｳﾆ
662 青垣(丹波市) ｱｵｶﾞｷ 726 榎列(南あわじ市) ｴﾅﾐ 829 資母(豊岡市) ｼﾎﾞ 920 西在田(加西市) ﾆｼｱﾘﾀ
667 前山(丹波市) ｻｷﾔﾏ 727 八木(南あわじ市) ﾔｷﾞ 852 広谷(養父市) ﾋﾛﾀﾆ 921 泉(加西市) ｲｽﾞﾐ
670 三輪(丹波市) ﾐﾜ 728 市(南あわじ市) ｲﾁ 853 建屋(養父市) ﾀｷﾉﾔ 922 社（加東市） ﾔｼﾛ
671 春日部(丹波市) ｶｽｶﾍﾞ 729 神代(南あわじ市) ｼﾞﾝﾀﾞｲ 855 関宮学園(養父市) ｾｷﾉﾐﾔｶﾞｸｴﾝ 923 福田(加東市) ﾌｸﾀﾞ
672 大路(丹波市) ｵｵｼﾞ 730 志知(南あわじ市) ｼﾁ 860 但馬AC(朝来市） ﾀｼﾞﾏAC 924 米田(加東市) ﾖﾈﾀﾞ
675 船城(丹波市) ﾌﾅｷ 731 賀集(南あわじ市) ｶｼｭｳ 861 枚田(朝来市) ﾋﾗﾀ 925 三草（加東市） ﾐｸｻ
677 丹波JRC(丹波市) ﾀﾝﾊﾞJRC 732 福良(南あわじ市) ﾌｸﾗ 862 東河(朝来市) ﾄｶﾞ 927 東条東(加東市) ﾄｳｼﾞｮｳﾋｶﾞｼ

733 北阿万(南あわじ市) ｷﾀｱﾏ 863 大蔵(朝来市) ｵｵｸﾗ 928 東条西(加東市) ﾄｳｼﾞｮｳﾆｼ
734 阿万(南あわじ市) ｱﾏ 864 竹田(朝来市) ﾀｹﾀﾞ 929 滝野東（加東市） ﾀｷﾉﾋｶﾞｼ
737 広田(南あわじ市) ﾋﾛﾀ 865 糸井(朝来市) ｲﾄｲ 930 滝野南（加東市） ﾀｷﾉﾐﾅﾐ
741 塩田(淡路市) ｼｵﾀ 866 梁瀬(朝来市） ﾔﾅｾ 931 兵教大附属（加東市） ﾋｮｳｷｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸ
742 志筑(淡路市） ｼﾂﾞｷ 867 中川（朝来市） ﾅｶｶﾞﾜ 932 ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞAC（加東市） ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞAC
743 中田（淡路市） ﾅｶﾀﾞ 868 山口（朝来市） ﾔﾏｸﾞﾁ 933 中町南(多可郡) ﾅｶﾁｮｳﾐﾅﾐ
746 学習(淡路市） ｶﾞｸｼｭｳ 869 生野(朝来市） ｲｸﾉ 934 中町北(多可郡) ﾅｶﾁｮｳｷﾀ
747 浦(淡路市） ｳﾗ 871 ASAGO T&F(朝来市） ｱｻｺﾞT&F 935 松井(多可郡) ﾏﾂｲ
748 石屋(淡路市) ｲｼﾔ 873 柴山(美方郡) ｼﾊﾞﾔﾏ 936 杉原谷(多可郡) ｽｷﾞﾊﾗﾀﾆ
749 北淡(淡路市） ﾎｸﾀﾞﾝ 876 余部(美方郡) ｱﾏﾙﾍﾞ 937 八千代(多可郡) ﾔﾁﾖ
750 多賀(淡路市） ﾀｶﾞ 877 村岡(美方郡) ﾑﾗｵｶ 939 母里(加古郡) ﾓﾘ
751 一宮(淡路市） ｲﾁﾉﾐﾔ 881 温泉(美方郡) ｵﾝｾﾝ 940 天満(加古郡) ﾃﾝﾏ
760 淡路陸上(淡路市) ｱﾜｼﾞﾘｸｼﾞｮｳ 882 照来(美方郡) ﾃﾗｷﾞ 941 加古(加古郡) ｶｺ
761 淡路AC(淡路市) ｱﾜｼﾞAC 883 浜坂東(美方郡) ﾊﾏｻｶﾋｶﾞｼ 942 天満南(加古郡) ﾃﾝﾏﾐﾅﾐ

884 浜坂西(美方郡) ﾊﾏｻｶﾆｼ 943 天満東(加古郡) ﾃﾝﾏﾋｶﾞｼ
886 浜坂北(美方郡) ﾊﾏｻｶｷﾀ 944 いなみ野陸上(加古郡) ｲﾅﾐﾉﾘｸｼﾞｮｳ

890 いまごKC(美方郡) ｲﾏｺﾞKC 945 稲美AC(加古郡) ｲﾅﾐAC
946 播磨（加古郡） ﾊﾘﾏ
947 蓮池（加古郡） ﾊｽｲｹ
948 播磨西（加古郡） ﾊﾘﾏﾆｼ
949 播磨南（加古郡） ﾊﾘﾏﾐﾅﾐ
950 はりま陸上（加古郡） ﾊﾘﾏﾘｸｼﾞｮｳ
951 TRINITY.AC（加古郡） ﾄﾘﾆﾃｨ.AC
952 KSSRC（加古郡） ｹｰｴｽｴｽRC
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