
MS MD

1 中村修大 関学大 1 羽山・三木 立命大

2 本田嵩稀 関学大 2 岡崎・福田 京産大

3 畑野慎平 神大 3 末吉・中村 関学大

4 片山稜太 大体大 4 田中・武方 神院大

4 串阪達哉 大体大 5 片山・垣内 大体大

6 井崎雄一 立命大 6 山崎・今西 兵大

7 宮口滉平 大体大 7 村木・柘植 立命大

8 今西流空 兵大 8 石川・神崎 神院大

9 宮地吾侑 同大 9 森本・松井 龍大

9 小嶋修史 関学大 10 池田・近藤 関学大

9 定政赳流 大体大 11 坂本・川内 同大

12 岡崎奎太 京産大 12 井上・斎藤 同大

13 宇津原陽 関学大 13 米田・星野 大体大

13 岡田星翔 大体大 14 櫻井・森田 甲南大

15 松林望和 同大 15 豊島・本嶋 立命大

16 清原幹太 関大 16 沖田・清水 立命大

17 小原大輝 同大 17 坂口・森下 立命大

17 佐藤壮真 兵大 18 田中・松林 同大

17 神崎愛斗 神院大 18 高木・森井 立命大

20 森田篤郎 甲南大 20 奥田・大田 龍大

21 岩田輝介 関大 21 長岡・池松 神院大

22 村木亮太 立命大 22 繁田・福田 阪大

22 大津秀平 大産大 23 大路・浅野 甲南大

24 水口大輔 龍大 24 村上・本田 関学大

24 小林俊介 関国大 25 永村・辻本 関学大

26 松井渉 龍大 25 須佐・宇津原 関学大

26 稲田颯太郎 関学大 25 宮崎・上岡 兵大

26 池畠大生 大体大 25 寺西・岩田 関大

26 小野隼征サムウェル 兵大 25 水口・黒川 龍大

30 森本大地 龍大 25 橋本・宇野 大産大

30 末次武流 神院大 31 小野・家迫 兵大

30 上田航大 兵大 32 池畠・串坂 大体大

30 馬場亮汰 同大 33 高瀬・阪田 関国大

30 櫻井駿 甲南大 34 田中・杉田 同大

35 前田晟明 関学大 35 古谷・小川 立命大

35 寺崎呼人 大体大 36 影山・佐々木 同大

35 池松篤志 神院大 36 井川・太田 神院大

35 秦亮介 同大 38 伊藤・吉田 龍大

35 森脇幸星 同大 38 鵜沢・山本 立命大

35 森下慶之 立命大 38 井口・星野 立命大

35 谷野力翔 大体大 38 小林・弘川 関国大

35 村上周平 関大 38 末次・竹本 神院大

35 中野壮一郎 神院大 43 田村・藤田 神院大

35 星野颯斗 大体大 43 前田・小嶋 関学大

35 家迫貢大 兵大 43 竹内・陣内 関国大

35 浅野翔織 びわこ大 43 村上・板坂 関大

35 繁田篤人 阪大 43 村上・石井 関大

35 中川壮太 京産大 43 山中・山田 関学大

35 杉田智哉 同大 43 大塚・山森 阪大

35 浅野海琉 甲南大 43 白石・川原 甲南大

35 西原大河 甲南大 43 栗眞・片山 龍大

35 豊島彰人 立命大 43 森下・稲田 関学大

35 竹内浩輝 関国大

35 中島蓮翔 大体大

35 安齋里治 大体大

35 黒田大洋 大体大

35 石川清太 神院大

35 川内勇輝 同大

35 坂本壱竹 龍大

35 土井大樹 神大

35 熊手駿 阪大

35 武方謙汰 神院大

35 斎藤大生 同大

35 大田悠生 龍大

35 山中啓太郎 関学大

35 弘川飛鳥 関国大

35 勝見康平 京産大

35 奥田裕 龍大

35 橋本真一 大産大

35 黒川雄介 龍大

35 細川遼太 大体大

35 佐々木達郎 同大



WS WD

1 西山　朋奈 京産大 1 久田・坂口 同大

2 中川　桃 関大 2 中西・中川 関大

3 中西　夢之 関大 3 藤原・井上 甲南大

4 坂江　美空 大教大 4 升崎・長沼 武庫川

5 中西　莉央 園田女大 5 小林・尾山 同大

6 小川　瑠衣 園田女大 6 中村・武本 松蔭女大

7 矢羽田　菜月 姫大 7 坂江・今井 大教大

8 野本　蒼乃 親和女大 8 東・藤原 関外大

9 長藤　陽菜 関大 9 梶原・不田 同大

9 井上　光咲 龍大 10 松井・パティス 姫大

11 長沼　利沙 武庫川 11 塩田・宮城 大体大

12 今井　雪乃 大教大 12 武田・村上 関学大

13 竹本　千夏 武庫川 12 臺・高橋 園田女大

14 藤原　加那 甲南大 12 佐口・清水 びわこ大

14 臺　涼華 園田女大 12 永井・比嘉 京産大

14 中村　姫乃 松蔭女大 12 中島・伊藤 関外大

14 松井　志乃 姫大 12 片山・角南 関外大

18 片岡　亜友 甲南女大 12 若林・伊藤 同大

18 坂口　あやの 同大 19 長内・宮西 武庫川

20 伊藤　詩穂 同大 19 竹本・田村 武庫川

21 牧　由貴菜 同大 21 井置・濱 立命大

21 住山　千裕 同大 22 濱崎・紙谷 立命大

21 若林　芽衣 同大 22

24 渡邊　来夢 関学大 24 川越・大西 立命大

24 山本　詩菜 武庫川 24 河合・喜多 関外大

24 六車　裕里佳 関大 24 山東・小谷 同大

24 堀口　小夏 龍大 24 西川・住山 同大

24 鳥羽　ひなた 大体大 28 西山・清水 京産大

24 福本　有杏 大体大 28 武田・田中 京産大

30 小林　恵梨子 甲南大 28 松本・鱸 関外大

30 松木　鈴 甲南大 31 六車・長藤 関大

30 堀江　ちひろ 関学大 31 大土井・久保 武庫川

30 村上　聡野 関学大 33 堀口・吉川 龍大

30 武田　明香里 関学大 33 山崎・井上 龍大

30 清水　祐菜 びわこ大 33 石丸・池田 阪大

30 武本　萌衣 松蔭女大 33 西田・溝邊 関外大

30 山崎　菜央 龍大 33 松下・森 関外大

30 上村　倫実 大体大

30 林　里音 関外大

30 角南　瑠衣 関外大

41 井上　美月 甲南大

41 升崎　月乃 武庫川

41 中尾　真佳 武庫川

41 木全　桃子 武庫川

41 長内　麻実 武庫川

41 大土井　なつ海 武庫川

41 松村　琴音 びわこ大

41 佐藤　葉菜 園田女大

41 高橋　実菜美 阪大

41 石丸　利恵 阪大

41 渡邊　那々香 立命大

41 濱崎　葵 立命大

41 梶原　和子 同大

41 鎌倉　汐里 姫大

41 パティス　なな 姫大

41 河野　彩奈 姫大

41 川西　由芽 大体大

41 藤田　紗季 大体大

41 宮城　利佳 大体大

41 東　奈央 関外大

牧(同大)・渡邊(立命)


