
Ｄ１ Ｄ１ ０－６

Ｄ２ ６－２ Ｄ２ ０－６

Ｄ１ ２－６ D1 ６－３

５部降格 ４部昇格 ５部降格 ４部昇格

Ｄ２ ５－７ Ｄ２ ７－６（１）

４－６ 伊東 優芽

Ｓ３ 田村 望 ５－７ 武村 悠叶 Ｓ３ 西村 真帆 １－６ 粽 夏海

Ｓ２ 野口 颯一 ２－６ 今井 圭人 Ｓ２ 泉 ひなの

吉井 大揮 城下 颯 丹羽 穂乃香 古門 沙彩香

Ｓ１ 山中 詩音 １－６ 太田 創 Ｓ１ 高田 莉瑠 ６－３ 寺井 菜々美

比企 真太郎 有田 壮汰 高岡 夢乃 矢井 月渚

池田 逸人 池田 成輝 廣瀬 友美 津田 恵理子

１－６ Ｄ１ ４－６

学校名 西宮南 ０－５ 尼崎北 学校名 芦屋 ２－３ 尼崎稲園

吉村 凛士郎 八田 俊介 入江 帆香 杉山 玲香

Ｄ１

５部降格 ４部昇格 ５部降格 ４部昇格

◆　男子４部５部入替戦② ◆　女子４部５部入替戦②

７－５ 松本 紗直

Ｓ３ 渡辺 陸斗 ６－４ 出井 慎太郎 Ｓ３ 荒木 聖羅 １－６ 尾畠 琴真

Ｓ２ 山名 陽心 ２－６ 鍵井 我空 Ｓ２ 菊地 歩香

横路 周東 金原 且孟 赤澤 琴音 奥田 和華

Ｓ１ 谷口 碧 １－６ 三村 一仁 Ｓ１ 長谷川 未來 ３－６ 森本 心晴

Ｄ２ １－６ Ｄ２ １－６

松尾 陵平 日出 翼 宮地 優佳 松岡 歩希

小堀 滉太 足立 拓斗 福永 芽生 須賀 菜月

１－６ Ｄ１ １－６

学校名 西宮東 １－４ 仁川 学校名 西宮南 １－４ 県伊丹

森 真裕 中村 公軌 田村 涼菜 中村 友香

Ｄ１

４部降格 3部昇格 ４部降格 ３部昇格

◆　男子４部５部入替戦① ◆　女子４部５部入替戦①

６－４ 前羽 海南

Ｓ３ 有野 智遥 ２－６ 西巻 亮平 Ｓ３ 新田 陽子 ０－６ 戸切 咲希

Ｓ２ 髙橋 貫 ２－６ 伊豆 冬埜 Ｓ２ 中西 南奈瀬

浮田 拓海 井上 宜紀 塩野 友彩 牛込 みのり

Ｓ１ 中村 琉聖 ０－６ 松本 昂己 Ｓ１ 島田 優加 ４－６ 岡田 友花

Ｄ２ ２－６ Ｄ２ ３－６

小島 颯真 今西 完汰 高原 若葉 元梅 紗良

國生 輝 田邉 一仁 鴻池 桃衣 池淵 優衣

７－５ Ｄ１ ２－６

学校名 鳴尾 １－４ 川西緑台 学校名 伊丹北 １－４ 県西宮

後藤 巧晟 山本 結友 前嶋 ひなた 森 昭子

Ｄ１

３部降格 ２部昇格 ３部降格 ２部昇格

◆　男子３部４部入替戦 ◆　女子３部４部入替戦

０－６ 山﨑 爽楽

Ｓ３ Ｓ３ 白濱 志穂 １－６ 寺田 絢羽

Ｓ２ Ｓ２ 前川 ひなた

三好 史華

Ｓ１ Ｓ１ 中村 優希 ６－４ 宅野 英

Ｄ２ Ｄ２

井上 凛 横山 叶羽

山口 輝月

伊丹西

井上 優 岡本 未央

◆　男子２部３部入替戦 ◆　女子２部３部入替戦

学校名 西宮甲英 宝塚北 学校名 宝塚東 １－４

６－３ 竹村 祐梨乃

２部降格 １部昇格 2部降格 1部昇格

Ｓ３ 鎌倉 颯 １－６ 長沼 大輝 Ｓ３ 西本 紗己

０－６ 三浦 佳織

Ｓ２ 小川 真平 ２－６ 中元 奏太 Ｓ２ 戸田 惟 ０－６ 西 真由

Ｓ１ 宮迫 泰叶 ０－６ 奥平 稜 Ｓ１ 池田 真彩

河野 壮吾 松田 晴琉 柴野 香乃佳 松持 知花

鳴瀬 晴 山根 大河 濱口 果蓮 岸部 由奈

森田 琉翔 黒川 陽 政本 結菜 藤村 萌香

杉田 迅 菅 息吹 大路 陽菜 髙野 琴音

第３３回阪神高等学校テニス団体戦        　対戦記録表　　　　　　男女入替戦　　　　　

◆　男子１部２部入替戦 ◆　女子１部２部入替戦

学校名 雲雀丘 １－４ 甲南 学校名 芦屋学園 ２－３ 市西宮


