
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

105 秋山  夕華(3) 216 中野  愛香(1) 320 村上  音色(3) 602 西村  鮎花(2)

106 足立萌々凛(3) 217 木本  舞桜(1) 321 村上  美空(3) 693 岩浅    愛(2)

101 磯  日夏里(1) 218 足立  明音(1) 325 新田  裕奈(1) 695 松上  夢花(2)

102 橋本せいら(1) 219 稲葉  音桜(1) 326 太田垣澪奈(1) 696 安井  星来(2)

103 衣川  怜那(1) 220 幸田  瑠那(1) 328 才木  真穂(1) 606 大西わかな(1)

 104 林    未来(1)  221 長岡  美結(1)  329 橋本  未来(1) 　 607 杉本  眞愛(1)

 185 岡田  智奈(1)   330 小野山碧唯(1) 　 608 中村  仁美(1)

   332 田村  優衣(1) 609 北村  奈穂(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

704 谷垣安依羅(3) 958 河本  華奈(2) 1001 荒木  琉利(2) 1201 上田  侑奈(2)

712 片桐未沙稀(1) 959 橋本  茉利(2) 1002 西岡    空(2) 1202 大林  未玖(2)

713 加納  美優(1) 960 黒田  悠李(2) 1003 田中  里奈(2) 1299 正冨  花帆(2)

715 川島  春菜(1) 963 岡﨑  優季(2) 1004 安田  衣里(2) 1203 田野  優夏(1)

716 岡田  桃花(1) 965 西田  葉夏(2) 1098 森垣美也日(2) 1204 上田  遥菜(1)

 717 太田紗優望(1)  966 谷垣  美里(1)  1099 西川  美琴(2)  1205 福井  若菜(1)

 718 井上    結(1)  967 水口  奈保(1)  1005 田中  志歩(1)  1206 小林  香凛(1)

719 近本    茜(1)  969 宮脇  里奈(1)  1006 宮垣  萌花(1)  1207 西垣  佳華(1)

13 14

監督 監督

主将 主将

区間 区間

1317 藤平  紀香(3) 1415 田村  萌絵(2)

1309 原    朱音(2) 1417 松本  朋花(2)

1310 藤原  芽生(2) 1421 坂本  智華(2)

1316 神田  実優(2) 1422 安本  未来(2)

1312 谷口  綾香(1) 1423 伊賀美羅惟(2)

 1313 寺岡  和海(1) 1424 北村  美優(1)

  

 

日  高

メ ン バ ー 表 （女　　子）  

生  野 和田山 八  鹿

坂本  貴文 田中  裕輔 田中    勉 古橋  慎也

岡田  智奈 木本  舞桜 村上  美空 岩浅    愛

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

太田紗優望 黒田  悠李 田中  里奈 大林  未玖

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

香  住 浜  坂

氏　　　名 氏　　　名

西岡    良 稲墻    馨

原    朱音 田村  萌絵



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

117 和田    響(3) 242 片岡    凌(2) 306 伊達  颯真(3) 747 西田  光紀(3)

120 尾﨑  達也(3) 245 松田  偉吹(2) 313 嘉屋  碧輝(2) 755 中山  宏輝(1)

121 上山  智也(3) 246 石田  路偉(2) 314 副田    舜(2) 756 吉田  悠人(1)

101 松本  寛生(2) 249 秋森  孝希(1) 316 松本  知樹(2) 757 小川    翼(1)

123 藤原  一平(2) 250 安達    寛(1) 318 村上    輝(2) 759 西山    蓮(1)

170 三浦  敦史(2) 253 河戸明日真(1) 322 長島    蓮(2) 760 谷原  遼哉(1)

103 池田  友光(1) 256 習田  聖人(1) 336 北垣  颯汰(2) 761 石田    颯(1)

 105 太田  怜椰(1)  259 平山    仁(1)  337 久田  英治(2) 762 太田  佳希(1)

106 東郷  建矢(1)  260 佐藤  日向(1)  325 谷口  真貴(1) 763 清水  隆世(1)

262 小田垣彰真(1) 334 足立    暉(1) 764 夏目  祐貴(1)

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

917 中嶋    佑(2) 1090 斉藤    諒(3) 1101 川端    諭(2) 1291 森岡    岳(3)

919 上谷  朋樹(2) 1094 宮本斗生嗣(3) 1102 小笹  慶太(2) 1292 中村  駿佑(3)

920 福井  雄斗(2) 1002 木多見隆太(2) 1103 田村  隆翔(2) 1201 塚本  諒平(2)

921 四角  友昭(2) 1003 黒崎  柚紀(2) 1104 平尾  優太(2) 1202 藤村  一平(2)

922 岸本  一輝(2) 1006 高階  学士(2) 1106 山本  右京(2) 1203 五島  弘基(2)

923 谷口  優翔(2) 1007 隅田  陽紀(2) 1108 上田  英紀(1) 1204 上治  恒弥(2)

924 松井  楓真(2) 1099 今井  亮佑(2) 1109 田淵  大途(1) 1205 南下  晴空(2)

925 仲本倫太朗(1)  1008 池田  健吾(1)  1110 細田  涼太(1) 1206 上田  英士(2)

926 吉谷  祥一(1) 1013 山下  晃平(1) 1111 小野山説哉(1)  1207 坂本就希斗(2)

928 西村  太希(1) 1014 山下  領一(1) 1112 西    亮祐(1) 1299 上田  庸平(2)

13 14 　

監督 監督

主将 主将

区間 区間

1368 茨    直輝(3) 1469 田中    遥(3)

1375 濱戸  佑真(3) 1480 牧谷  亮希(2)

1380 田中龍之介(2) 1491 田中  雄大(2)

1383 岡本  賢治(2) 1492 馬場  和正(2)

1386 宮脇  耀翠(2) 1483 岡野鼓汰郎(1)

1388 川井  建人(1) 1484 加藤  義規(1)

1389 松本  哲汰(1) 1485 北村    樹(1)

 1391 濱田  裕土(1) 1487 松岡  圭介(1)

1392 宮田  凌那(1)

1396 政木  勇人(1)

出  石

メ ン バ ー 表 （男　　子）   

生  野 和田山 八  鹿

坂本  貴文 田中  裕輔 田中   勉 杉立    悟

松本  寛生 片岡    凌 村上    輝 小川    翼

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

豊  岡 豊岡総合 近畿大豊岡 村  岡

前田  仁志 中村    暁 塩﨑  統夫 西村    誠

岸本  一輝 高階  学士 平尾  優太 森岡    岳

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

香  住 浜  坂 　

氏　　　名 氏　　　名

鳥井  康太 稲墻    馨

松本  哲汰 清水  勝大


