
参加選手（東西阪神地区から選出された代表選手）

男子

県伊丹 猪名川 市西宮 市西宮

猪名川 宝塚西 市西宮 市西宮

川西緑台 伊丹西 市西宮 県西宮

宝塚西 伊丹西 西宮今津 西宮東

宝塚西 西宮東

猪名川 西宮今津

伊丹西 市西宮

尼崎稲園 市西宮

女子

川西北陵 宝塚西 鳴尾 市西宮

川西緑台 宝塚東 市西宮 市西宮

県伊丹 県伊丹 市西宮 市西宮

県伊丹 伊丹北 市西宮 西宮東

仁川 市西宮

宝塚東 芦屋国際

市伊丹 市西宮

伊丹北 県国際

男子

対戦結果（１Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 6-4 Ｄ① 7-5

Ｓ② 3-6 Ｄ② 2-6

Ｓ③ 3-6 Ｄ③ 3-6

Ｓ④ 6-2 Ｄ④ 6(5)-7

Ｓ⑤ 6-1

Ｓ⑥ 6-0 東 6 ― 6 西

Ｓ⑦ 6-2

Ｓ⑧ 4-6

対戦結果（２Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 5-7 Ｄ① 1-6

Ｓ② 6-4 Ｄ② 6-3

Ｓ③ 4-6 Ｄ③ 2-6

Ｓ④ 3-6 Ｄ④ 2-6

Ｓ⑤ 6-2

Ｓ⑥ 6-2 東 5 ― 7 西
Ｓ⑦ 6-2

Ｓ⑧ 4-6

東 11 ― 13 西

羽鳥・渡瀬

小薗・牧原

上野・大垣

大西・河野

羽鳥　翔平

山本　大貴

秋道　佑治

三好　望史

吉町　魁

小薗　寛人森田　啓将

大谷　直也

男子総合

佃　主税 森田・安富

小谷　啓

菅原　愛幾

西村　大輝 田中・菅原

田中　朗 田中・山口渡瀬　崇及

牧原　聡一郎

田中　宏樹 竹邉・原本

小谷　啓 秋道　佑治

菅原　愛幾 三好　望史

森田　啓将 吉町　魁

大谷　直也 小薗　寛人

東 西 東 西

佃　主税 羽鳥　翔平 森田・安富 上野・大垣

松本　まり 宮永　さやか（※）

田中・山口 小薗・牧原

西村　大輝 渡瀬　崇及 田中・菅原 羽鳥・渡瀬

田中　朗 牧原　聡一郎

砂　佳乃 路次　布由子
鈴木　安里英 大平　萌莉

田中　宏樹 山本　大貴 竹邉・原本 大西・河野

前田　美咲 大津　沙也香
（※）は当日のメンバー変更

東 西 東 西

太田・阪本
川本　遥子 平良・鈴木 岡本　夏子 岡本・橘

宮永・川野
亀谷　優花 前田美・渡辺 阪本　実祐 中山・前田

森田　啓将 吉町　魁

伊勢田　りこ 亀谷・伊勢田 太田　早紀

濱本　実希 川崎・佐田 早田　奈生

小谷　啓 秋道　佑治
菅原　愛幾 三好　望史

大谷　直也 小薗　寛人
（※）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）

田中　朗 田中・山口 牧原　聡一郎 小薗・牧原
西村　大輝 田中・菅原 渡瀬　崇及 羽鳥・渡瀬

田中　宏樹 竹邉・原本 山本　大貴 大西・河野
佃　主税 森田・安富 羽鳥　翔平 上野・大垣
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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 6-4 Ｄ① 6-1

Ｓ② 0-6 Ｄ② 6-1

Ｓ③ 3-6 Ｄ③ 6-1

Ｓ④ 6-3 Ｄ④ 6-3

Ｓ⑤ 6-2

Ｓ⑥ 6-0 東 10 ― 2 西

Ｓ⑦ 6-4

Ｓ⑧ 6-0

対戦結果（２Ｒ）

スコア スコア

Ｓ① 2-6 Ｄ① 6-1

Ｓ② 2-6 Ｄ② 6-4

Ｓ③ 7-5 Ｄ③ 6-2

Ｓ④ 6-4 Ｄ④ 1-6

Ｓ⑤ 6-0

Ｓ⑥ 6-4 東 8 ― 4 西

Ｓ⑦ 6-1

Ｓ⑧ 4-6

東 18 ― 6 西

太田　早紀

阪本　実祐

太田・阪本

岡本・橘

宮永・川野

中山・前田

前田　美咲

女子総合

砂　佳乃

鈴木　安里英

松本　まり

路次　布由子

大平　萌莉

宮永　さやか

大津　沙也香

亀谷　優花 前田美・渡辺

濱本　実希

早田　奈生

川崎・佐田

川本　遥子 平良・鈴木

伊勢田　りこ 亀谷・伊勢田

岡本　夏子

東 西

砂　佳乃 路次　布由子

鈴木　安里英 大平　萌莉

松本　まり 宮永　さやか

前田　美咲 大津　沙也香

東 西

川本　遥子 岡本　夏子 平良・鈴木 岡本・橘

濱本　実希 早田　奈生 川崎・佐田 太田・阪本

亀谷　優花 阪本　実祐 前田美・渡辺 中山・前田

伊勢田　りこ 太田　早紀 亀谷・伊勢田 宮永・川野

東 西 東 西


