
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 加納 才門 岩城 増田 立花 高尾 田中 西村 古谷 白川 小塩 井上 安富
関学 佐藤 師玉 原山 田村 長谷 片山 山本 吉田 大橋 奥田 岡本 山田 松田 大本 大道
報徳 大上 杉村 松本 下山 宮田 人見 高原 三宅 梅村 吉本
雲雀丘 藤川 長野 東木 山田 山本勇 楢崎 葛生 松岡 佐々木 廣田 西岡 西田 平内 井谷 山本悠

２部
芦屋学園 長橋 中山 谷 近田 重松 赤鹿 奥野 安楽 高階 巽 渡邊 井上 海老原
市西宮 中嶋 中口 河村 奥田 木田 西川 千代鶴 羽渕 星丘 岩井 羽鳥 牧原 小薗 北條 星野
県芦屋 神埼 北本 山本 神内 中房 鬼塚 小川 飯田 中川 遠山 有馬 中濵 泉 上田 野々村
甲陽 田所 百道 山村 松本 岩本 赤松 田村 宮永 八木 山本

３部
甲南 枝村 八塚 松村 西尾 三村 鈴木 伊藤 宇津原 河野 小浦 古村 北村 松田 野武 高倉
宝塚北 呉屋 星原 長束 小川 松山 河野 東原 上杉 小北 窪田 大野 中司 西野 山口 青木
尼崎稲園 小川 大谷 森川 大城 星野 我部山 井口 小野 宮城 菰方 長谷川 長澤 佐藤
宝塚西 高塚 塩谷 宮原 田中 早川 岡地 山口 舟越 市川 小谷

４部
西宮今津 潮海 西野 門間 南 鵜嶌 山本 余語 城戸 三好 萩原 松村 則政 平良 小萱
川西北陵 今井 坂 森下 丸尾 大前 横山 福井 十亀 尾形 岡山 安藝 尾木 矢野 黒土 上村
西宮東 追矢 櫻井 平野 西田 荻野 宮本 鈴木 中村 米満 山本淳 山本憲 米川 鳥飼
県伊丹 白石 西村 綿貫 矢野 有野 谷畑 東郷 檜本 山本 青木 岩城 佐川 青木 福田 永尾

５部
宝塚 藤原 福田 安部 吉田 鳥井 梶原 馬場 河崎 寺田 米田 柳田 佐々木 有田 佐々木 足立

西宮北 不破 前田 前市岡 友永 杓谷 中易 泉 石津 間 北川 島田 太田 竹原 森本 原田
伊丹西 西 景山 田口 坂本 山口 森本 森田 竹邉 森山 池田 安富 清水 石倉 原本 立石
猪名川 和田 ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 迫田 佐藤 田中 前川 杉原 石原 西川 菅原 山本 来 井ノ本 久保山 口田
伊丹北 横田 原﨑 長谷川 藤原 舟引 清水 山之内 森本
西宮南 青井 冨尾 阪田 上野 井上 小林 戸川 池田 黒田 大久保 永谷 西山 前田 高橋 岡
県西宮 孝岡 岡本 中山 北山 中塚 近田 荒川 上野 松本 二軒谷 巽 藤本 田村 大垣 米津
武庫総合 立石 和久 山口 森光 岩間 伊東 大田 西本 坂本 上村 太田 松本 奥野
尼崎北 中澤 盆子原 荊尾 田野 松野尾 山中 添田 嶋田 大石 田中 藪田 三中 林田 井村 小原
市伊丹 中原 西村 久保 竹内 村上 増田 林 尾崎 山本 笹川 安井 中川 大住 澤田 川本
鳴尾 山内 勝部 坂元 中嶋 永山 服部 澤田 高島 富永 今市 高橋 関 鍋島 三好 大竹

県尼崎工 大塚 福嶋 鳥羽 松浦 藤原 横川 木曽 濱田 羽原
西宮甲山 長井 井上 杉山 加藤 石川 難波 前田 菱池 竹内

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

武庫川大附 橋本 濱田 平島 冨田 木村 松本 垣本 西 大前 梅田
雲雀丘 野村 星屋 奥平 多田 杉本 伊藤 中西 石川 宮木 岡本 酒戸 合田
市伊丹 八木 松下 竹田 河田 松本 浦野 原 佐藤 二ノ宮 野村 沼田 佐々木 豊平 橋本
伊丹北 岡本 白川 米田 山口 西薗 小林 勝部 松井 渡辺 前田美 花屋 前田寧 吉田 杉本 木藤

２部
園田 武政 生田 岡 藤本 井口 渡辺 早野 樗木 釜江 林 石川 荒川 髙木 窪 加藤
仁川 木村 砂 横山 千葉 平川 常峰 南方 竹内

県伊丹 菅原 西村 藤本 小笠原 伊勢田 本多 亀谷 松尾 中島 岩﨑 葛生 鳴戸 松下 峰本 中田
芦屋学園 大森 漁 近江 田頭 永井 鎌田 井上 中野

３部
宝塚西 松井 森谷 坂本 安村 加藤 小田 高野 神山 佐田 川﨑 藤原 静間 宮原 茶谷 山本
宝塚東 中川 田渕 桐谷 林 小島 川島 梅田 平良 鈴木 坂上 戸田 松尾 春木 向野 田中
宝塚 木村 松岡 道関 寺下 徳田 岡崎 大山 寺岡 金ケ江 吉川 松原 吉松 菊元 西 小川
市西宮 大西 川畑 矢野 岡田 生垣 太田 松浦 濱田 川野 路次 阪本 宮永 石井 上西

４部
川西北陵 東井 伊豆 濱本 山﨑 中西 柏原 上久 吉山 芝野 佐藤 魚井 藤原 宮野 木本 橋本
県西宮 中山 浦野 河内 富家 高木 田近 前渕 福井 松井 青山 森田 上田 清水 佐々木 和田守
尼崎北 守 坂本 池田 宇都宮 岩崎 松下 戸村 野口 福武 山本 松下 神田
県芦屋 古井 高山 三浦 渡邊 尾本 黒木 中谷 橋詰 古城 藤原 井上 長谷川 丸岡 福地 上村

５部
県国際 桂 上村 井方 鎌倉 村山 大津 西薗 斎藤 池田 新井 木下 田尻 大矢 重里 馬場
芦屋中等 山下 廣島 大平 高思 山本 阿部 林 森 畑本 竹内
武庫総合 一橋 篠原 小林 荻野 川本 秦 安川 西村
宝塚北 呉屋 森山 脇田 壷井 久保 角倉 濱野 宮崎 堀 落合 永井 三澤 播磨 井上 岡田
西宮今津 北野 赤木 浅井 永井 児玉 國見 木村 牧野 田渕
西宮南 草場 澤 平福 山本 篠原 須山 冨 藤田 木幡 脇谷 森岡 和田 瀬戸 小野
尼崎稲園 佐藤 灘本 安部 松本 中村 長崎 加芝 本多 山崎 永田 小角 砂場 上村
伊丹西 前田 杉山 山下 永井 渡邉 寺西 小川 池田 宇都田 島崎 東房 岩谷 矢坂
鳴尾 藤田 早田 朝日 古川 佐藤 安藤 東山 児玉 古賀 石田 鈴木 西部 和多田

西宮甲山 岡 佐野 代谷 内田 西村
猪名川 山﨑 榧垣 重信 中元 山本 小林 齊藤 枝元 古谷 石橋 濵﨑 兼平 後藤
川西緑台 中川 川本 松尾 升田 明石 真鍋 吉田 扇谷 山本 草本 福本 羽鳥 藤谷 馬淵 高橋
川西明峰 栗林 渡邊 西岡 佐藤 永高 尾上 濱田 元廣 長井 北川 片岡 細谷 白波瀬
女学院 藤川 平賀 土居 七條 高木 関小田 高山 吉藤 石田 愛智
西宮北 北 榎 滝澤 黒田 中元 芦田 羽木 西田 竹中
西宮東 白井 塚崎 石原 山﨑 小林 藤田 矢野 柴山 大西 梅原
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