
学校名 顧問名 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９ №１０ №１１ №１２ №１３ №１４

男子

１部 ４校

関学 原田　匠 中水 皓斗 小夏 優太 藤田 大陽 水口 大勢 黒田 真太郎 岡崎 綜太 田代 達也 橘高 光輝 木村 悠人 東 悠斗 蔵野 雅弥 片岡 遼太 久木田 将 村川 功樹

甲南 枝村　隆平 梶原 洋 四宮 大地 石川 雅也 高尾 尚樹 中 一茶 棚橋 勇斗 花田 輝充 近田 賢祐 沖津 尊弘 徳田 和也 高倉 壮真 安留 直喜

芦屋学園 吉田秀喜 渡部 竜也 小西 絵斗 木村 智光 村主 拓 村松 巧望 宮崎 海斗 荻原 宗惟 目連 克弥 上田 修矢 渡邊 駿斗 田中 貴大 永江 智

報徳 桂川　大助 加藤 遼大 溝口 裕之 高橋 幸希 小林 亮輝 中尾 凛太郎 三木 大輔 山﨑 康司 下川 創大 安田 佑斗 若生 海斗 寺田 翔 宮田 知治 松井 樹 阿部 頌

２部 ４校

市西宮 松永紘明 藤野 太門 前田 大翔 平郡 一 山本 仁平 佐藤 将太 小山 慶人 権丈 泰希 丹保 蒼馬 堂薗 雅人 山崎 響 大名門 力 松井 勇人 原 陸大 白金 耕汰

雲雀丘 藤川一幸 池田 善孝 中山 翔斗 石垣 凌 滝澤 龍 瀧田 修平 調 一輝 植草 峻 野村 和寛 増田 和弘 乾 聖也 青山 凌太郎 西本 侑祐 広瀬 天空 永田 淳也

宝塚西 高塚一郎 秋田 浩佑 谷 大輔 公文 翼 和田 大輝 末永 黎 亀井 一輝 佐野 慎一 吉田 竜大 河村 一史 渡邊 凜 吉次 亮 堀川 聖太 山口 知温 西村 悠希

甲陽 山口駿 酒井 拓海 家高 真悟 加藤 丸輝 岡田 悠希 宮本 真吾 辻井 康太郎 西田 秀 杉野 太一 杉友 優 天野 佑紀 友田 慶一 曽我部 泰誠 林 健太郎 小野 友暉 

３部 ４校

仁川 若松 慶実 岩戸 大樹 松本 陸 衣川 幸輝 三好 莞太 金谷 有規 藤岡 陽太 小阪 優太 濱田 颯馬 黒田 悠葵 位上 康弘 西山 哲平 坂手 祐輝 藤本 進之介 牧島 侑輝

県伊丹 白石　清 椋本 祐介 藤田 晃士 戸島 維吹 山下 将宙 長谷川 貴大 森田 海斗 山角 靖志 濱田 弦樹 山脇 祐太 廣瀬 遼 林 大智 三原 優輝 太田 龍之介 木場 友太

伊丹西 藤本大曜 清水 峻平 津田 優斗 下所 大輝 古川 剛志 栗野 成樹 金田 竜弥 長谷川 智輝 長岡 竜太 山田 修平 石井 頌大 田中 純矢 平田 拓 永野 壮太郎 倉西 祐希

鳴尾 山内　淳史 永岡 侑大 日高 颯太 渡邊 真 林 和磨 三村 祐貴 寺本 巧 中田 知宏 藍谷 侑輝 金子 至 角江 直樹 清水 拓馬 林 祐輝 名田 慎太郎 三吉 明日真

４部 ４校

西宮今津 石川春樹 小阪　 斗麻 住田　 大和 甲斐　 直希 森　 大河 山下　 修司 星澤　 玲於奈 山口　 巧 重光　 海都 吉中　 優馬 山本　 雄大 ?田　 郁実

宝塚北 山下　展由 大橋 佑也 山里 直也 佐藤 謙太 舛岡 祐一郎 野呂 健太 高橋 慶多 島村 侑希 加瀬 陽介 山西 裕也

川西北陵 南野　春二 尾畑 龍星 稲輪 航希 佐々木 太一 坂口 琢則 宇野 世羽太 小林 祐太 小杉 真広 田中 大智 有巣 達朗 日高 彰吾

伊丹北 坪田毅 的場 勝海 福井 烈 前田 雄大 蓮井 真樹 谷口 琳太郎 川西 康矢 義根 惇司 古谷 順都 下園 竜輝 大町 孝也 井上 竣介 今來 駿介 村上 友紀 榿 陽向

５部 15校

西宮東 追矢弘幸 坂根 由雅 松崎 雄大 宇都 竜司 吉村 謙太郎 安部 良哉 古出 直也 伊東 祐紀 振角 佳尚 佐久間 結聖

芦屋 森 正樹 水谷 翔 松山 将也 西原 颯太 藤田 光 河林 鼓太郎 石谷 大地 岡崎 哲也 中川 大二郎 澤野 貴也

猪名川 三宅智章 森 直希 嶋谷 充貴 福田 直人 受野口 光一郎 岡村 海都 壬生 健太郎 安達 光太郎 日野 秀政 山本 蒼

武庫荘総合 立石　弘 田中 貴大 蛭田 貴弘 山田 翔貴 長坂 圭悟 小林 永遠 藤田 佳樹 竹本 大輔 町田 勧多 田所 紘貴 小森 理和人 松井 智哉 津川 直輝 緑川 新ノ介 野呂 映輔

尼崎稲園 小川　卓也 高橋 大地 中村 雄介 奈良 樹 西村 直起 隅田 春介 濱子 優大 西尾 健太郎 飯干 陽起 小林 剛大 小林 功治 原田 健太郎 木佐貫 晴 真崎 尚央 冨谷 将貴

県西宮 青井伸也 田中 将晴 香川 輝人 石井 宏典 竹村 歩優 大久保 志遠 露崎 悠介 坂上 建志 今田 幹大 中山 侑哉 高良 優太 井上 新之助 齋藤 颯樹 東中 直人 田邉 壮大

宝塚 藤原智康 大渕 郁人 久保 悠也 杉原 仁 岡原 誉人 山中 翔 當銘 龍司 関 七星 木邑 優斗 前田 蓮 中村 勇太 池田 皓詞 衣川 和希 井上 俊太 片岡 豊

尼崎北 中澤浩明 鍋倉 侑芽 冨髙 聡 名田 智哉 高柳 誠 太田 修造 鈴木 郁哉 谷 大資 岡本 悠真 村上 慶斗

西宮南 中嶋　智之 古塚 恭平 石川 蒼 林 優輝 守行 竜哉 脇 脩斗 中村 貴也 田原 滉士 南 健斗 矢敷 琳 小山 竜生 山口 宏汰 山中 龍希 水場 宏大 清水 宏祐

尼崎工 大塚　周 片岡 綜一郎 中村 健太 菖蒲 和毅 三宅 勝大 安藤 辰哉 山野 蓮樹 古家 世也 西川 諄 井村 拓海 トラン ジョンニ　ヒザ

西宮北 蓑島　弘之 井上 直樹 佐藤 悠貴 糸田 啓佑 中馬 亮太 坂井 璃生 岡田 柊 井野崎 渉 笠谷 洋輔 河野 宏弥 赤松 秀祐 吉村 亮祐 黒瀧 聖惇 弘田 真太郎 高田 智貴

川西明峰 土屋輝真 玉川 剣都 橘 総 柴口 大和 杉本 凌嘉 外舘 優希 舟橋 択也 鴨下 優希 宮崎 健実 奥出 悠矢 藤沢 雅也 久保 幸輝 高本 翼任 吉田 隼斗 尾崎 友哉2

宝塚東 藤川　泰輔 正宗 俊平 乾 佑太朗 河内 匠 赤西 和希 松瀬 光達 北田 悠樹 森下 拓海 生西 隼人 森髙 涼 江口 真生 杉田 崇真 近間 大輔 福濱 理人 井上 匠

西宮甲山 福嶋佑弥 高橋 遼 秦 雄真 高鷲 健太 中田 章貴 木村 慎吾 福田 愛弥 上川 耀龍 川村 琉偉 松本 拓真

芦屋中等 山下弘巳 柏木 亮介 松田 ディーマ 友繁 哲 山田 悠斗 相宗 俊兵
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女子

学校名 顧問名 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９ №１０ №１１ №１２ №１３ №１４

１部 ４校

園田 加藤 安秀 辻井 秋華 久米 詩 中上 真由実 本田 優花 小川 瑠衣 西原 もか 亀井 麻由 中島 愛華 赤井 琴音 藤川 あお 久保 美咲 原田 ひなの 角嶋 瞳 安田 彩

雲雀丘 野村勝 松原 早紀 喜多 夏生 河村 莉奈 大中道 真歩 吉川 葵 北川 凜 庄野 花厘 多田 早希 安川 瑞起 北村 有梨佳 奥井 美紀

武庫川大附 橋本　泰秀 太田　 愛美 鈴木　 瑞菜 藤本　 夢句 辻本　 有香 鎌田　 彩那 富永 理恵子 横田 百合菜 森本 葉菜　 筒井　 梨花 森崎　 優衣 岡田　 万依 横坂 麻衣　 齊藤　 日菜

仁川 増谷　賢一 岩村 怜奈 福原 香々路 西 穂奈美 藤村 里奈 込山 果歩 牛丸 葵 吉田 茜 木坊子 葵 菅 木々萌

２部 ４校

市伊丹 八木 尚志 道倉 彩菜 倉谷 実里 伊藤 舞香 秦 智子 平田 真生 武盛 沙耶 吉田 絢香 今村 奈優 吉田 莉湖 柏谷 真衣 棚橋 七海 渡部 真穂 迫田 美月 坂口 月渚

伊丹北 岡本　潤一 横野 ももか 野沢 菜々子 野崎 優奈 吉本 はるか 倉橋 あゆみ 池田 実咲希 入江 拓実 田尻 知夏 山下 華鈴 横山 佳奈 福井 彩未 瀧原 杏樹 中嶋 美佳 辻 恋希

宝塚西 松井千寿子 西本 百花 川部 真実 福井 相香 田中 杏奈 梅田 璃央奈 山口 莉奈 野村 朋花 東野 百花 尾松 桃佳 上田 葉月 下山 涼 馬木 蓮音 前田 紗希 溝根 美空

宝塚東 下橋　勇貴 松岡 愛美 池田 莉菜 田中 ゆり 前田 朱理 大谷 晴香 土屋 香奈 廣田 千智 深町 萌葉 松下 向日葵 谷水 怜美 末次 泉紀 三橋 優菜 立川 茉奈 牧田 美希

３部 ４校

県伊丹 乾　充広 神原 梨乃 眞藤 彩乃 山川 璃紗 山川 璃乃 小川 遥香 円城寺 花梨 高島 圭那 岩崎 美友 谷垣 晴菜 岩脇 菜摘 阪上 美由紀 里見 瑛 藤本 美香 濱野 真瑚

川西北陵 東井　克司 川本 菜々子 諏訪 綾花 小柳 結梨乃 清水 天音 鈴木 有紗 谷 亜衣子 森野 早紀 坂本 愛菜 宮田 彩加 南 実佑 森 星奈 北川 春実

女学院 藤川　晶子 塩田 碧 羅 佳怡　　 山本 亜侑 有岡 千夏 安田 莉子 萩原 佳奈 澤井 千優 浅野 早紀 豊川 留加

芦屋学園 大森　敏 末野 聡子 木嶋 真鈴 宮崎 明莉 櫻井 ゆき 武村 夢美 栗田 妃央野 井上 紫 松尾 果保

４部 ４校

西宮東 近田周佑 堀江 菜子 尾山 凛 和泉 治華 村山 理紗 木崎 史織 小木曽 日菜 松下 春香 平野 伶菜 小田 由梨花

市西宮 大西明文 大崎 春香 川端 沙希 人見 美雪 國村 尚世 安田 佳代子 植木 絢美 西野 紗梨香 上西 千沙 川西 樹乃 田宮 由紀乃 橋本 萌 副嶋 彩乃 巻木 彩花 辰馬 佑紀

伊丹西 菅原　潤哉 笠岡 奈々子 山迫 彩 中井 彩日 石田 光 上敷領 加菜 山本 明日香 松山 華子 大田 礼美 大庭 美咲 福井 璃乃 松本 萌 眞壁 心緒 竹下 杏佳

尼崎稲園 甲 博文 佐竹 桃香 竹内 育実 高岡 瑛未 長谷川 莉子 河本 菜緒子 鴨井 千紗 杣 朝薫 井垣 春菜 門田 愛蘭 北村 真知子 黒木 彩加

５部 １７校

川西緑台 藤井　敬子 濱田 綾 山口 珠実 中村 文香 米田 光玖 萬代 怜那 福善 万菜美 中上 優香 多田 美咲

宝塚 木村　健志 中村 美月 数田 奈月 守時 舞 山下 歩芳 西澤 まなみ 藤田 希実 佐渡本 歩美 妻鳥 優香 野村 菜々美 金岡 明咲 小西 牧歩 池野 未来 太田 遥 安井 陽菜

県西宮 道仲主税 野村 菜月 藤井 夕己 松井 千里 轟 瑠花 坂本 理子 布村 梨歌 池内 友香 福島 優羽 堀江 菜々花 宮本 幸芽 久木田 侑以 山田 愛美 黒田 星那

芦屋 竹谷　佳生 藤井 芽衣 三村 真由 中山 珠菜子 福井 楓佳 堀 早来 時枝 葉奈 西山 彩海 小山 野杏 吉川」 侑芽

尼崎北 守　慶朗 宮城 真帆 肌勢 紗綾 堂園 奈生 村上 りん 藤原 亜美 森松 あまね 山本 みやび 藤田 結菜 山﨑 日南子 北郷 菜桜子 余田 侑子 瀧口 はるか 三浦 寧音

県国際 向井　留衣 岡山 絢音 箟 優萌 久次米 桃花 福原 三菜美 松田 祐香 片岡 ひなた 加藤 珠実 戸水 凛花 南 凪紗 岡部 陽香 鶴岡 日向 島 早輝 木下 凜里乃

西宮南 髙見　勇也 安田 名歩 森島 鈴菜 植村 静 小松 あかね 西谷 美穂 吉田 安佑 太田 彩夏 中村 亜優 正親 三菜 角間 菜穂 木嶋 貴音 谷脇 紗佳 萩本 真衣子 今井 玲奈

西宮北 廣　健次 橋口 桃子 山本 紗菜 笠井 朱莉 新井 優里 藤田 綾夏 前田 美咲 大木 柚季 本澤 愛 久保 花奈 井下 清楓 春名 望未 泉 菜緒 米山 和花 時宗 沙羅

西宮今津 田頭　憲一 岩永 美波 池村 京香 村上 愛理 平川 マリア 吉村 郁香 木下 由唯 前田 朝香 川畑 琉華 戸嶋 瑞希

鳴尾 出水秀明 善本 早紀 上村 莉穂 川村 ひづる 林 琴未 藤田 芽生 中地 遥香 羽藤 唯衣里 工藤 李々花 大石 有莉 足立 琴乃 窪 沙羅 澤田 香織 中村 南見 松谷 瞳

武庫荘総合 一橋　正樹 小森 由夏 花田 星空 冨吉 真生 大﨑 かえで 川尻 樹 川口 真咲 林 咲慧 松山 真由美 中田 美桜 吉谷 実奈 岡本 奈菜 上醉尾 由稀 北村 七海 岩崎 明日華

宝塚北 中川雅裕 表 綾音 角倉 愛美 谷口 夢乃 松下 なな子 宮﨑 瑛梨 岡村 優芽 津田 実咲 三浦 莉子 澤本 有伽 フェドロブ ディアナ 梨元 優里 岡部 真依 米谷 橙子 塗 菜奈子

川西明峰 今村高士 高橋 依子 小南 菜々花 増田 実桜 神田 鳩実ブラウン 横山 加奈 佐藤 静空 木丸 美咲 鷹取 遥香 大田 万結 鷹取 萌香

猪名川 小林　郁美 江崎 黎 松田 美優音 水口 裕里加 中瀬 愛美 園川 涼夏 大井 琴葉 竹久 あゆか 中道 咲稀 佐尾山 晴奈 田村 美優 松田 萌々

西宮甲山 眞鍋大樹 橋本 詩織 前田 明日香 杉田 遥奈 中尾 恵 村尾 凪咲 畑中 希ララ 斉藤 明日香

関学 原田　匠 田中 美帆 鈴木 優奈 廣野 裕香 西島 菜月 徳野 奏海 畭 朋花 吉田 萌花 福田 有花 平野 季穂 松本 真実

芦屋中等 藤原　章子 足立 香奈 村上 水音 林 夏帆 長谷部 真由 金 眞希 宮崎 宇蘭 蓑原 万理亜
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