
1 2 3 6

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

190 上田  佳歩(2) 207 石口  ゆな(1) 303 嘉屋明日香(3) 601 山田    涼(1)

191 小川  華穂(1) 208 中尾  愛夢(1) 309 雲田ひかり(3) 602 西村  鮎花(1)

192 大西    凜(1) 209 佐堀  未羽(1) 316 田村    萌(2) 691 山﨑明日香(2)

193 高内  海空(3) 210 谷口  美咲(1) 318 石橋  琴音(2) 693 岩浅    愛(1)

195 加門  紀乃(2) 211 沼田  桃花(1) 319 小野  陽花(2) 695 松上  夢花(1)

 196 平山  沙羅(2)  212 西垣  萌菜(1)  320 村上  音色(2) 　 696 安井  星来(1)

  213 岸本  萌衣(1)  321 村上  美空(2) 　 697 安達  侑香(1)

  214 小川  愛菜(1)  323 安達  真菜(2) 699 指方  水希(1)

7 9 10 12

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

703 清水こころ(2) 951 百合岡咲紀(2) 1001 荒木  琉利(1) 1290 山本  紗耶(2)

704 谷垣安依羅(2) 953 杉垣  優奈(2) 1002 西岡    空(1) 1291 尾崎ひな子(2)

705 藤井野々香(2) 954 松田のぞみ(2) 1003 田中  里奈(1) 1292 森本  美希(2)

707 岡田  沙和(2) 955 仲本穂乃香(2) 1004 安田  衣里(1) 1293 藤村  美侑(2)

708 曽根  鈴華(2) 960 黒田  悠李(1) 1093 川間  衣織(2) 1294 井端  実優(2)

 709 田畑  帆南(1)  961 小川公美子(1)  1098 森垣美也日(1)  1297 上田  未来(2)

 710 永井  真帆(1)  962 西村  輝美(1)  1099 西川  美琴(1)  1298 三方和加奈(1)

711 中島  星花(1)  963 岡﨑  優季(1)   1299 正冨  花帆(1)

13 14

監督 監督

主将 主将

区間 区間

1307 関    美咲(2) 1407 谷口    栞(3)

1308 守山  夕香(2) 1412 黒井  友賀(2)

1309 原    朱音(1) 1413 山崎  華歩(2)

1310 藤原  芽生(1) 1415 田村  萌絵(1)

1311 古家  夏鈴(1) 1417 松本  朋花(1)

 

  

 

日  高

メ ン バ ー 表 （女　　子）  

生  野 和田山 八  鹿

福冨    光 田中  裕輔 田中    勉 古橋  慎也

高内  海空 中尾  愛夢 田村    萌 松上  夢花

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

出  石 豊  岡 豊岡総合 村  岡

杉立    悟 一柳  昌孝 中村    暁 田邊  正和

藤井野々香 百合岡咲紀 田中  里奈 山本  紗耶

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

香  住 浜  坂

氏　　　名 氏　　　名

鳥井  康太 青野  弘和

守山  夕香 谷口    栞



1 2 3 7

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

101 松本  寛生(1) 232 太田  直希(2) 302 谷口  真大(2) 739 近藤  大樹(3)

112 白岩  大空(3) 237 和田  朋也(2) 306 伊達  颯真(2) 742 山﨑  裕介(3)

117 和田    響(2) 238 東垣  颯真(2) 307 愛原  唯楓(2) 744 岡田  真一(3)

118 横田    楓(2) 241 太田  睦和(1) 309 綱嶋  諒介(2) 746 山本  悠真(3)

120 尾﨑  達也(2) 242 片岡    凌(1) 313 嘉屋  碧輝(1) 747 西田  光紀(2)

121 上山  智也(2) 243 中尾真之助(1) 316 松本  知樹(1) 750 大谷    響(3)

122 森田  亮二(2) 244 中島  和輝(1) 318 村上    輝(1) 751 川原  和也(3)

 123 藤原  一平(1)  245 松田  偉吹(1)  319 上田    恵(1) 752 森垣  詠太(2)

124 山野  智也(1)  246 石田  路偉(1)  322 長島    蓮(1) 753 中嶋  颯汰(2)

247 松原  大翔(1) 394 竹花  数希(3) 754 野澤  草太(2)

9 10 11 12

監督 監督 監督 監督

主将 主将 主将 主将

区間 区間 区間 区間

907 澤本  丈弥(2) 1001 大石  崇寿(1) 1102 小笹  慶太(1) 1282 西垣  和真(3)

910 三木  天慈(2) 1002 木多見隆太(1) 1103 田村  隆翔(1) 1291 森岡    岳(2)

911 尾﨑  高志(2) 1003 黒崎  柚紀(1) 1104 平尾  優太(1) 1292 中村  駿佑(2)

912 山本  侑太(2) 1006 高階  学士(1) 1105 森下  陽斗(1) 1294 木谷  育大(2)

916 塚原  啓太(1) 1083 澤吉  克哉(3) 1193 大坪  頌允(2) 1295 藤村  海都(2)

917 中嶋    佑(1) 1090 斉藤    諒(2) 1194 森口  都生(2) 1296 田中  秀樹(2)

920 福井  雄斗(1) 1091 鴫畑  奈生(2) 1196 永瀬  武蔵(2) 1297 細野  大志(2)

921 四角  友昭(1)  1092 梅田  大樹(2)  1197 和田    剛(2) 1298 石井    翔(2)

922 岸本  一輝(1) 1094 宮本斗生嗣(2) 1198 芝  慎太郎(2)  1299 上田  庸平(1)

923 谷口  優翔(1) 1097 長谷川竜太(2) 1199 岡坂宗一郎(2) 1201 塚本  諒平(1)

13 14 　

監督 監督

主将 主将

区間 区間

1368 茨    直輝(2) 1467 加藤  優翔(2)

1372 吉野  寿樹(2) 1469 田中    遥(2)

1373 室井  翔太(3) 1472 松岡  拓斗(2)

1375 濱戸  佑真(2) 1474 村尾  勇真(2)

1376 古西  大海(1) 1475 諸道  貫太(2)

1380 田中龍之介(1) 1476 山本  陸斗(2)

1383 岡本  賢治(1) 1480 牧谷  亮希(1)

 1385 黒崎  颯斗(2) 1482 谷口  裕樹(2)

1386 宮脇  耀翠(1)

茨    直輝 諸道  貫太

氏　　　名 氏　　　名

鳥井  康太 青野  弘和

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

香  住 浜  坂 　

前田  仁志 中村    暁 岸田  貞幸 西村    誠

三木  天慈 斉藤    諒 岡坂宗一郎 西垣  和真

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

豊  岡 豊岡総合 近畿大豊岡 村  岡

宝谷  祐哉 田中  裕輔 田中   勉 杉立    悟

白岩  大空 太田  直希 谷口  真大 山本  悠真

出  石

メ ン バ ー 表 （男　　子）   

生  野 和田山 八  鹿


