
女子区間選手一覧

1区 2区 5区
団体名 選手名 選手名 選手名 選手名

園田東 吉田 帆花 軸丸 颯和 堤 真彩 雑賀 渚沙 入江 小春

西宮浜

3 甲陵 愛川 萌依
|

1
|

田中 志穂 北井 希葵   2 平位 悠珠 桑原 由美花

4
|

甲武
|

関本 遥 脇野 杏彩 小西 玲愛   2 岸 愛夏 財田 和奏

山 口 上川 紗季 小國 千紘 寺田 すみれ 高山 由衣菜 西 胡珀

塩瀬 山中 愛結 奥田 茉瑚 山口 あやか 藤榮 蒼空 稲田 亜衣

鳴尾南 副島 悠花 岡村 咲希 市村 柚葉 牧 乙姫 吉 歌穂

宝塚第一 松井 花奈 明田 季子 吉田 怜央 坂倉 理桜 山田 心花

宝 梅 近久 怜奈 池田 蒼生 谷口 真帆 中島 帆南 山崎 愛奈

10 山手台 星野 莞奈 中堀 優惟 中川 芽衣 松本 あおい 上林 萌希

11 東 谷 勝野 あゆみ 安田 琴音 大岡 彩美 田中 芽生 松浦 美陽

12 猪名川

13 本 山 武村 寧々 荒町 佳凛 三好 真央 城下 朔美 三宅 茜

14 御 影 松井 佑奈 中村 歩実 中陳 ほのか 山口 葵   2 岡田 莉羽

15    小部 平野 さつき 島田 杏那 宮武 萌珠 前川 麻衣   2 山本 天羽

16    北神戸 北野 凛々 中井 向日葵 西森 光希 佐藤 優芽  1 1 萩原 小晴

17 長 坂 濱村 一咲 林 玲菜 石井 英 森田 藍 下向井 紗里奈

18 櫨 谷 本田 寧稔 鈴木 和奏 橘 結希 加納 舞音 萩尾 柚衣

191   押部谷 山本 美月 成瀬 汐織 耳道 花菜 堀 葵 西井 蘭々美

20 玉津 尾中 日和 芦谷 菜摘 花田 智由希 槍原 真優 梶田 真帆

21 平 野 岸本 真呼 中谷 紗也 鈴木 葡乃香 戸田 向日葵 上田 百華

22 太山寺 白井 優花 杉村 加蓮 岡田 佳乃 高木 美結 中垣 花音

23 大 原 恵良 麻由美 篠田 あおい 石田 朱帆美 伊東 美咲 西前 美音

24 有野北 細川  日向   1 上堀 丹衣奈 酒井 梨緒 北村 結良 佐伯 杏唯

25 野々池 辻 美咲  1 2 迫田 真桜 西村 悠里 村松 紅葉 岸本 望愛

26 大久保 鳴尾 真優 佐々木 紫乃 前田 さくら 岸上 真奈 直江 詩

27 江井島 石田 琵美貴 亀井 ひなの 木村 琴音 細見 舞子 大田原 有里

281   魚住東 高井 梨帆 朝川 真帆 敷田 万依 喜多 はるな 田中 花音

横山 瑠奈 β可部 胡ツヒ  1 1 影田 美樹 高島 妃菜 高橋 なつめ

30 大久保北 松本 瑠南 渡邊 花音   1 内屋 祐里奈 上場 結衣 木下 七海

31 加古川 神山 碧希 大西 陽香 水野 さくら 小野 いずみ 寺田 彩花里

32 氷 丘 好井 万結 長谷川 杏実 小林 進 松熊 優奈   1 山本 梨夏

33 中部 庄司 彩夏 北本 紗彩 鳩場 帆乃佳 小林 優愛 中間 椛

34 平 岡 原田 陽菜 植村 美月 二木 涼楓 児玉 梨々子 川村 詩子

35 浜の官 高山 あおい 飯伏 梨乃 一井 陽遥 永井 彩花 河野 愛優花

36 神 吉 駒井 詩絵里 松本 こゆき 神吉 彩絵 石川 優衣 宗佐 涼帆

37 陵南 橋本 千咲妃 長谷川 若菜 大西 美天 岡 深未 辻川 海月

381   宝殿 柳井 蓮音 熱田 和花 中尾 望花 森本 陽可里 小原 菜葉

39 西脇 清岡 美都 片岡 美咲 片岡 綾音 宮崎 春 吉川 知花

40 西脇南 廣田 七海 亀井 悠衣 藤井 愛美 荒木 佑菜 松原 衣吹
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41 三木

42 緑が丘 多鹿 蕗 中西 雛   1 宮家 里奈 梶内 来瞳 的野 里菜

43 自由が丘 小原 羽咲子 久野 紗歩 中張 菜柚 森下 詩  1 2 川添 瀬奈

44 三木東 上野 玲 大上 美里 楠 望咲  1 2 谷口 心音  1 1 村尻 望愛

45 小野南 平石 晴菜 土肥 くるみ 西島 緩奈 |

1
|

高田 友愛 松尾 菜々珠

46 小 野 田中 由員 神内 香穂 石井 愛華 梶尾 彩智 細川 花恋

47 1    北条 藤田 真央 岡本 美優 安黒 珠璃 井藤 百夏 水原 沙紀

48 加 西

491  兵教大附属 竹村 香澄 長谷川 凛花 小山 茜 石井 美侑良 高瀬 瑠愛

50 稲美 高田 紗良 長野 亜美 藤田 直子 葛山 風香 石黒 聖知

51 稲美北

52 播磨

53 山陽 松本 鈴 大西 結 安本 梨桜 末次 由佳 武田 璃緒

54 灘 荒木 心尋 長谷川 桜花 笠松 世那 渡邊 晴香 黒田 奈那

55 飾磨西 末兼 帆乃花 佐々木 莉衣 持田 亜姫  1 2 石田 優羽 田中 愛

56 豊富 生田 翠 大峠 莉玖 小林 千紘   2 東良 彩未 岡田 優月

57 福崎西 隅岡 美羽 有馬 瑞貴 大畑 怜奈  1 2 高橋 千穂 松岡 胡菜

58 香 寺 塩峙 彩理 梶原 つかさ 真野 由菜 池田 心優   2 橋本 結菜

59 イ申1可 藤後 楓花 竹原 典花 長谷川 詩真 末戸 さくら 1 2 松下 葵

60 安室 谷村 和沙 尾鼻 栞 有川 ひなの 森下 菜央 徳永 百華

61 大津 藤原 季紀 望月 優那 小柳 瀬李加 赤松 くれあ 高田 彩羽

62 上 郡 中嶋 翔 中塚 芹奈 中尾 更紗 大前 結愛 名古 知世

63 龍野西 松本 琉愛 高畑 涼華 秋田 沙央理 前田 菜桜子 山田 彩華

64 太子西 西村 彩花梨 北島 詩月 佐藤 品子 常盤 星麗 三浦 樹里彩

651   山崎南 久谷 和心 西村 璃音 西川  さくら 藤岡 真由 中谷 明莉

66 山崎東 丸山 月渚 平井 佳乃花 小林 奈央 高田 瑠衣 内海 遼音

67 人 景 西脇 祐菜  1 2 齋藤 朱里 栖原 夢菜 青木 穂乃花 中村 朋音

68 長 坂 後田 乃愛  1 2 杉原 麻央 南 日青陽 入江 好美 竹本 凛

691  ゆりのき台 水野 果穂 久須美 果林 鷹尾 心優 山口 茉優 牛山 桜

70 氷 上 上野 詩奈 前川 咲空 古川 朋茉 古田 果穂 中上 陽菜

71 春 日 津田 美波 荻野 弥空 由良 和桜 藤本 七聖 婦木 陽加

72 青 雲 山口 藍美 高垣 怜音 星合 亜美 五条 陽菜 道添 綾

73 由良 加田 実優 須恵 樹杏良 小漬 沙優美 畑山 真有香 1 2 小演 梨奈

74 三原 堀部 和香奈 堀部 那奈実 榎本 望来 大江 優奈  1 1 榎本 葉月

75十    五色 岩本 紗南 除 佳乃子 山崎 夏希 中田 大琴 原田 結莉乃

76 香住第一 関 ことみ 中鳴 彩音 渡辺 愛 濱田 瑠南 安田 留菜

77 日高東 松崎 友里羽 北村 寧々 品川 愛結 直 心愛 米国 聖奈

78 和 田山 西村 梨緒  1 1 中尾 巴映 小森 光季 橋本 梨菜 古屋 優来
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