
参加選手（東西阪神地区から選出された代表選手）

男子

宝塚西 宝塚西 西宮今津 西宮東

伊丹北 伊丹北 芦屋 市西宮

宝塚 宝塚西 西宮今津 西宮南

宝塚西 宝塚北 市西宮 西宮東

宝塚北 市西宮

川西北陵 西宮東

尼崎北 市西宮

川西緑台 県西宮

女子

宝塚 宝塚東 市西宮 市西宮

伊丹北 宝塚 市西宮 西宮甲山

県宝塚 宝塚東 市西宮 芦屋

宝塚東 県伊丹 市西宮 市西宮

伊丹北 西宮今津

県伊丹 県西宮

伊丹西 芦屋国際

宝塚東 鳴尾

男子

対戦結果（１Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 6-0 Ｄ① 6-4

Ｓ② 6-1 Ｄ② 3-6

Ｓ③ 6-3 Ｄ③ 6-2

Ｓ④ 6-2 Ｄ④ 6-4

Ｓ⑤ 2-6

Ｓ⑥ 6-4 東 8 ― 4 西

Ｓ⑦ 1-6

Ｓ⑧ 2-6

対戦結果（２Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 6-0 Ｄ① 6-1

Ｓ② 6-1 Ｄ② 6-2

Ｓ③ 6-2 Ｄ③ 6-1

Ｓ④ 6-1 Ｄ④ 6-2

Ｓ⑤ 4-6

Ｓ⑥ 0-6 東 9 ― 3 西
Ｓ⑦ 6(5)-7

Ｓ⑧ 7-6(11)

東 17 ― 7 西

盆子原　篤 高田　脩人

星原　啓人 井上　翔太

弓削　輝哲 中澤　尚寛

山崎　裕多 千代靍　淳平

男子総合

原﨑　春樹 内田　健汰 伊原・大橋 原田・高見

古川　耕太郎 北本　悠貴 古川・橋本 神戸・志摩

塩谷　祐樹 西野　優真 宮川・星原 山崎・酒井

友田　亮太 神戸　響聖 塩谷・宮原 平井・横山

東 西

星原　啓人 中澤　尚寛

弓削　輝哲 井上　翔太

盆子原　篤 千代靍　淳平

山崎　裕多 高田　脩人

東 西

原田・高見

原﨑　春樹 北本　悠貴 伊原・大橋 神戸・志摩

山崎・酒井

塩谷　祐樹 神戸　響聖 宮川・星原 平井・横山

篠﨑　綺羅凛 荒谷　優

友田　亮太 西野　優真 塩谷・宮原

古川　耕太郎 内田　健汰 古川・橋本

廣田　智沙 川崎　絵理花
岡島　聡美 中村　有希

田渕　恵里佳 村上　みのり
（※）は当日のメンバー変更

東 西 東 西

満島・山本
白川　春奈 北上・長谷 山本　佳奈 斎藤・口丸

田中・吉川
池端　麻衣 宮田・梯 矢野　瑞帰（※） 矢野（※）・川畑

盆子原　篤 千代靍　淳平

山本　瑞季 池端・田渕 川畑　彩乃

松岡　有沙 桐谷・林 満島　果帆

星原　啓人 中澤　尚寛
弓削　輝哲 井上　翔太

山崎　裕多 高田　脩人
（※）は当日のメンバー変更

シングルス（東） ダブルス（東） シングルス（西） ダブルス（西）

原﨑　春樹 伊原・大橋 北本　悠貴 神戸・志摩
古川　耕太郎 古川・橋本 内田　健汰 原田・高見

塩谷　祐樹 宮川・星原 神戸　響聖 平井・横山
友田　亮太 塩谷・宮原 西野　優真 山崎・酒井
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シングルス（東） ダブルス（東） シングルス（西） ダブルス（西）



女子

対戦結果（１Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 6-1 Ｄ① 2-6

Ｓ② 6-1 Ｄ② 6-3

Ｓ③ 6-4 Ｄ③ 6-1

Ｓ④ 6-1 Ｄ④ 7-6(5)

Ｓ⑤ 6-1

Ｓ⑥ 6-0 東 10 ― 2 西

Ｓ⑦ 3-6

Ｓ⑧ 6-2

対戦結果（２Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 6-0 Ｄ① 1-6

Ｓ② 6-2 Ｄ② 2-6

Ｓ③ 6-3 Ｄ③ 6-4

Ｓ④ 6-3 Ｄ④ 7-6(1)

Ｓ⑤ 6-1

Ｓ⑥ 6-0 東 9 ― 3 西

Ｓ⑦ 1-6

Ｓ⑧ 6-0

東 19 ― 5 西

田渕　恵里佳 荒谷　優

女子総合

廣田　智沙 中村　有希

岡島　聡美 川崎　絵理花

篠﨑　綺羅凛 村上　みのり

白川　春奈 満島　果帆 北上・長谷 満島・山本

松岡　有沙 山本　佳奈 桐谷・林 斎藤・口丸

池端　麻衣 川畑　彩乃 宮田・梯 田中・吉川

山本　瑞季 矢野　瑞帰 池端・田渕 矢野・川畑

東 西

廣田　智沙 川崎　絵理花

岡島　聡美 中村　有希

篠﨑　綺羅凛 荒谷　優

田渕　恵里佳 村上　みのり

東 西

桐谷・林 満島・山本

白川　春奈 山本　佳奈 北上・長谷 斎藤・口丸

池端・田渕 田中・吉川

池端　麻衣 矢野　瑞帰 宮田・梯 矢野・川畑

山本　瑞季 川畑　彩乃

松岡　有沙 満島　果帆

東 西 東 西


