
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
仁川 若松 前川 田中 西川 前田 増田 岩城 福原 西村 近藤 安富 筒井
関学 佐藤 大久保 中田 森田 射場 山下 玉川 山本 大橋 片山 奥田 岡本 大道
報徳 桂川 織田 間瀬 宮崎 橋本 荻野 成瀬 高見 森下 尾込 杉村 小島 平岡 高原 河村

芦屋学園 浅海 中野 橋本 銭亀 大井手 大栃 田中和 重松 丸山 田原 高山 田中賢 赤鹿 松本 奥野
２部 ４校

雲雀丘 藤川 川端 今里 豊田 長野 藪田 松室 中島 早川 宇野 大川 東木 山田 田中
甲南
県芦屋 山本 神内 清水 北本 山下 高野 中野 杉原 小川 笹谷 山本龍 山本健 中房 有馬 林野
市西宮 中嶋 木田 志摩 中澤 河村 岩井 田村 西村 神戸 千代鶴 羽渕 中口 有吉 星丘 奥田
３部 ４校

西宮今津 潮海 内田 後呂 中村 白仁田 門間 西野
尼崎稲園 小川 西川 三崎 栗本 瀧内 永井 久保 山本 村木 渡壁 安藤 大堀 久保 松井 的野
宝塚北 山崎 宮川 星原 石井 栗山 碓井 伊豫部 小川 海本 陶山 津山 下浦 中原 松尾 篠井
甲陽 田所 高田 百道 田中 井元 木上 安藤 山村 岩本 松本 赤松 田村 藤岡
４部 ４校

西宮東 追矢 原田 平井 高見 田村 中島 井上 横山 上口 平野 櫻井 笹井 安福 宮本 鈴木
宝塚 藤原 友田 村山 吉田 飯嶋 眞木 富森 福田 吉田 安部 馬場 佐々木
宝塚西 高塚 古川 宮原 塩谷 平山 田中 橋本 平良 室井 赤澤 久保田 早川 岡地 板谷
川西北陵 小濱 弓削 畦川 藤本 石倉 藤田 操本 山田 湯河 坂東 森下 三宅 莚 坂 丸尾

５部 １７校
西宮北 不破 松浦 山崎 中谷 友永 猪熊 杓谷 新稲 清水 皆田 中易 石津 間 泉 竹原
伊丹西 本井 杉坂 高岡 藤岡 西田 伊東 南 上岡 坂本 景山 表 角井 田口 飯田 山口
川西明峰 木村 木元 峰 西村 前野 松川 加藤 廣谷 鎌谷 西山 渡邊 田嶋 寅貝 都筑 尾上
猪名川 和田 出口 高橋 福井 藤井 佐藤 中江 ﾌﾞﾚﾃﾞｨ＝ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 石原 前川 迫田 西川 杉原
伊丹北 横田 原崎 矢川 山下 森本 上田 針谷 小西 長谷川 本田 藤原 舟引 清水
県国際 高木 山本 奥田 片岡 左官 川原 村上
西宮南 青木 山崎 酒井 山口 岸 水口 北村 石田 松原 冨尾 藤田 井上 上野 阪田 戸川
芦屋中等 山下 福島 岸 柳井 柳 吉本 住江
県西宮 孝岡 西脇 高田 福田 野橋 植村 植田 田中 木澤 中山 岡本 田淵 住吉 新居 関口
県伊丹 衣笠 伊藤 安川 船井 松尾 永山 吉田 貞 坂本 中島 矢野 今井 富山 綿貫 山本
武庫総合 立石 澤田 壽崎 井上 大田 和久 山口 上村 西本
尼崎北 中澤 伊原 大橋 濵邊 濱口 藤長 池田 山崎 多聞 竹内 春次 岩原 木美 盆子 荊尾
市伊丹 中原 上原 中西 森田 谷本 斎藤 西村 増田 久保 竹内 川本 高橋 山本 下村 大住
鳴尾 山内 坂元 中嶋 永山 林 服部 富永 勝部 沖島 高島 三好 澤田 高橋 福井 大竹

県尼崎工 大塚 桐谷 小田桐 大野 須賀 柿本 谷本 松浦 福嶋 藤原
西宮甲山 岩崎 加藤 石川 難波 岩橋 井上 杉山 菱池 前田 長尾 津田 富池
宝塚東 近藤 平石 六本木 加藤 寺田 大内 石田 北條 澁谷 藤尾 芝地

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

雲雀丘 野村 武知 星屋 奥平 大出 多田 瀧本 富士 山本 田中 伊藤 中西 杉本
市伊丹 八木 松下 河田 重久 佐藤 竹田 原 浦野 二ノ宮

武庫川大附 橋本 高倉 喜多 安口 石村 濱田 森本 平島 伊東 木村 西
２部 ４校
仁川 木村 関口 上坂 中島 前川 常峰
宝塚西 松井 坂本 神山 加藤 安村 森谷 小田 高野 藤原 山本 中原
伊丹北 岡本 廣田 末光 正林 北川 前川 白川 西川 米田 山口 松井 小林 西薗
県伊丹 今井 岡島 梯 宮田 中島絵 松下 松尾 藤本 本多 竹下 西村 中島彩 中田 姫野
３部 ４校

芦屋学園 大森 漁 近江 田頭 永井 河野 井上 吉田 谷澤
川西北陵 東井 国次 櫻井 望月 藤本 近藤 奥田 澤田 山崎 常陸 柳本 水口 木田 中西 上久
宝塚東 中川 池端 田渕 加藤 桐吉 小島 梅田 井端 川島 林 炭谷
宝塚 福井 山本 松岡 藤原 瀬川 北上 長谷 阿部 道関 徳田 今村 有川 清水 山下 寺下
４部 ４校

県国際 白石 吉竹 森 増本 羽原 佐治 竹村 伊藤 田中 落合 詫間 上村 井方 村山 新井
市西宮 大西 後藤 南崎 満島 山本 佐藤 坂口 矢野 濱田 生垣 岡田 川畑 松浦
芦屋中等 山下 増田 荒谷 倉 權 ｱﾝｼﾞｪﾘｶ＝ﾌｪﾚｰﾙ

県西宮 石川 中村 橋本 服部 中家 玉井 上月 福井 河内 浦野 田近 前渕 米倉 高木 富家
５部 １５校

尼崎北 三好 本多 高尾 浦上 荒木 大川 後藤 川中 前田 宇野 城間 岩崎 松下
武庫総合 一橋 前田 平嶺 吉永 長谷川
宝塚北 山崎 北川 蒲 大江 江見 岩崎 金澤 佐々木 山本 河村 森山 井上 出口 川浪 八木
県芦屋 北野 田中 吉川 羽原 植村 堂川 大毛 陽川 和田 馬場 山本 高岡 松本 渡邊 黒木
西宮今津 安達 山本 川崎 宮武 山藤 中村 赤木 浅井 永井 児五
西宮南 鯛谷 澤 小野 竹上 平福 山本
尼崎稲園 佐藤 森下 佐野 廣田 平川 中里 松山 松本 灘本 長崎 加芝 中村 吉元 渡邊
伊丹西 前田 大本 横井 篠崎 能勢 岡本 小川 山下 堀古
鳴尾 庄 村上 朝日 信崎 八杉 間瀬 三浦 村上 奥野 渋谷 尾野 野口

西宮甲山 岡 齊藤 口丸 佐野 渡邉 大西 代谷
猪名川 南野 原田 原口 伊藤 中野 中井 入交 橋本 神野
川西緑台 中川 今西 坂田 安食 秋庭 富田 川下 二村 高見 大槻 明石 阿部 松尾 岡田 八ツ木
川西明峰 福島 上西 西野 村瀬 渡邊 山田 西岡 西川
女学院 藤川 増井 岡見 三橋 嶋田 越野 七條 土居 関小田 高木 平賀 小川
西宮東 白井 青木 武田 登日 大澤 山口 塚崎 石原 大西 梅原
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