
学校名 顧問名
男子
１部 ４校
仁川 若松　慶実 立花 侑真 才門 昂弘 古谷 貴大 高尾 慎 井上 拓巳 田中 力 小塩 悠太 福田 祥達 白川 修烈
関西 原田　匠 師玉 晃揮 新見 大晴 長谷 光祐 山田 健士郎 吉田 大軌 原山 侑己 相川 遼河 大本 祐太郎 星原 光 坂本 寛和 本田 晟 田村 一正 布村 亮介 松田 龍太

雲雀丘 藤川一幸 佐々木 真 西田 亮雅 松岡 尚吾 前田 悠磨 山本 悠輝 久保 裕樹 中 祐介 松川 一聖 樽谷 太郎 田中 貴大 古舘 摩輝士 今村 倫太郎 森本 凌 藤田 一樹
市立西宮 中嶋智之 羽鳥 翔平 牧原 聡一郎 小薗 寛人 北條 太一 八角 新 渡瀬 崇及 星野 航輝 足立 哲 三野 翔 吉町 魁 吉田 碧生 本田 悠 星野 佑太朗 江玉 育矢

２部 4校
報徳 桂川大助 大上 拓巳 松本 晃輔 中山 優弘 渡辺 耕平 人見 純平 下山 幹太 三宅 智大 宮田 尚寛 小橋 亮太 畠山 おと 梅原 辰海 藤本 大智 吉本 和真 米田 喬也
甲陽 岡田修一 山本 陽 中瀬 達也 山田 貴大 上西 良知 安藤 淳仁 岡 憲昭 長谷川 優人 岩崎 大輝 小竹 和樹
芦屋 奥田　靖 上田 悠太 河林 幸丸 西台 祐太 野々村 雄太 栗田 隆央 岡部 将也 泉 雅博 磯部 太一

芦屋学園 長橋　大介 山下 昌平 中山 航輝 谷 祐汰 村西 開斗 田中 修斗 三ツ山 隆哉 近田 義裕 安楽 拓海 高階 晃一 海老原 新 前川 直輝 巽 翔太 梅原 正喜 小寺 輝

３部 4校
甲南 枝村　隆平 三村 公亮 市岡  和樹 木村 靖吾 花田 貴充  藤原 光汰  高倉  弘陽 瀧華 隆裕 南  春輝 駒居  佑哉 五代  友太郎 西村  勇人 西 良祐 河崎 正洋

宝塚西 高塚一郎 田中 宏樹 小谷 啓 山口 開人 長岡 晃都 氏家 武志 斎藤 康汰 今後 大輝 光川 誠 大矢 海 長谷川 良太 柿花 隆太 江頭 佑己 今津 優貴 神田 樹
宝塚北 呉屋幸広 石田 尚 中舛 彰太 林 侑蔵 山口 樹 玉田 知暉 高橋 勇人 森野 友真 藤田 洋介 太田 真悟 仲島 礼哉 岡本 駿 宮川 凌一 上垣 純一 中原 諒

西宮今津 潮海　香代 山本 大貴 余語 厚輝 城戸 健汰 三好 望史 松永 龍一 川中 航太 高尾 天晴 大谷 秀鷹 三浦 拓也 藤井 智己 久米 啓太 西野 陸人 鈴木 雄大 大林 謙太

４部 4校
尼崎稲園 小川　卓也 大谷 直也 星野 修平 森川 裕貴 宮城 康平 菰方 将人 大城 滉希 佐藤 拓歩 井口 元貴 長谷川 諒 長澤 守 森脇 崚太 井上 拳悟 藤田 竜世 小濱 直樹
県立伊丹 白石　清 西村 大輝 青木 亮太 村井 成仁 平田 奨 朝見 俊哉 太田 和樹 松尾 隆斗 高見 亮 斉藤 智剛 山本 泰鳳 川端 唯斗 松田 健人 森田 真心 三谷 凌介
県立西宮 孝岡真臣 上野 泰樹 川尻 恭平 田村 迅 巽 政樹 濱中 大暉 大垣 俊亮 米津 篤 金平 拓生 塗 大輝 竹尾 祐亮 松元 健 田原 颯太郎 新居 勇弥 太田垣 徹也
猪名川 馬場浩史 田中 朗 菅原 愛幾 山本 健太郎 大原 亜嵐 角田 拓己 来 義人 久保山 大勝 口田 晃平 辻 瑠士 人見 智嗣 平垣 友輝 井原 健吾 開原 穂高 山本 京平

５部 １５校
宝塚 藤原智康 鳥井 亮 高橋 健人 足立 羽翼 中村 良馬 佐々木 遼太 藤本 隼人 新本 一斗 田中 佑弥 長岡 勇樹 番匠谷 大地 向井 達也 市川 聖真 福岡 涼

西宮北 和田　秀雄　（不破　朋哉） 大手 直樹 前田 基希 島田 恭輔 森本 淳司 前市岡 勇介 北川 琢人 小笹 青 原田 謙之助 弓場 一樹 大野 文也 山田 集 鈴木 亘 林 江児 武内 和真
川西名峰 木村守 杉山 友一 福本 凌 江口 匠 加藤 聖 山野 晃 宮口 凱 義村 祐貴 田中 太輝 徳田 拓海
川西北陵 今井　博章 矢野 泰成 黒土 奨太 川上 航馬 木村 敬太 上村 健太 藤原 聖斗 塩飽 宙椰 足立 直哉 南賀 渓人 荻野 達海 岸田 一輝 近藤 慎也 田中 創紀 亀井 僚太
伊丹北 横田　泰和 佐藤 宏俊 山脇 悠生 山之内 賢仁 清水 璽文 後藤 海人 西尾 和恭 成川 速大 千葉 祐輔 松本 拓巳 坂上 圭祐 川本 和希 井上 嶺 大林 耕平 藤田 弘輝
西宮南 青井　伸也 小林　 拓実 濱橋 深 岡 直輝 前田 遼介 中村 啓人 黒田 尚紀 石井 智士 福井 聡史 樋口 雄也 柿本 圭太 岸 卓海 守行 宏平
西宮東 追矢弘幸 清水 祐希 久保 雄平 大西 晃祐 森 功太郎 秋道 佑治 河野 竹伸 武田 和也 鈴木 一穂 水内 伸

武庫荘総合 立石　弘 森光 光雄 谷本 貴哉 伊東 陽歩 寺岡 滉平 岩間 圭輝 濱 凌太 坂本 賢海 太田 大貴 澤田 一樹 奥野 数斗 長崎 拓政 山本 海渡
尼崎北 中澤　浩明 嶋田　 健太朗 添田 龍司 山中 春樹 三中 勇輝 大石 晃 中植 遵英 薮田 笙 青山 雄大 岡本 遼介 松本 悠志 平田 直輝 近兼 優也 嶋田 春輝 岩崎 志

市立伊丹 中原孝宏 林 直樹 尾崎 鴻志 中川 晃輔 村上 魁 飯田 陸 西野 良都 惣田 亨明 岩田 匠 上田 諭 岩崎 一貴 久保田 凌平 高橋 里真 大西 佑弥 上西 浩平
鳴尾 山内淳史 平井 資朗 関 皇紀 田中 陽心 兵藤 雅也 加藤 大成 水野 優磨 山口 将太 角間 智樹 鍋島 有輝 渡邉 颯斗 香井 裕大郎 大西 詞史 山岡 祐介 浅井 祐輝

県立尼崎工業 大塚　周 鳥羽 海成 横川 彩人 羽原 悠貴 木曽 紘人 濱田 光 吉川 優 畑中 龍也 嶋崎 竣相 雨堤 将希 渡邊 心也 石原 充
宝塚東 西原裕子 坂本 一登 水畑 俊亮 田中 達 横田 和弘 渡辺 凌 平塚 大貴 勇 亮太郎 野村 優太 浜田 悠夢
伊丹西 西　良介 森田 啓将 安富 航也 池田 凌人 竹邉 柊 石倉 勇武 平井 伸弥 原本 雅司 立石 淳生 湯田 幸生 伊藤 直幸 香山 光輝 福田 航平 新谷 元紀 松原 遼太

県立国際 高木公一 磯山 義貴 岩永 竜樹 森本 吾論 谷垣 雄飛 ホール 健司 倉部 開人 竹迫 圭太
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女子
学校名 顧問名

１部 ４校
雲雀丘 野村勝 渡邊 美穂 世良 圭南子 宮木 彩 石川 未久 山縣 涼夏 合田 夏音 野村 小雪 井本 優菜 吉川 友菜

武庫川大附 橋本泰秀 冨田 里奈 垣本 佳美 松本 碧 大前 妃那 梅田 莉奈 木下 碧 辻 祐稀 財田 ひな乃 稲垣 美香 木落 真奈 森脇 麻里子 大塚 彩華 松尾 葵
伊丹北 岡本　潤一 前田 美咲 渡辺 彩 前田 寧亜 吉田 冴恵 溝口 早輝 小砂 彩 杉本 彩 服部 千波 木藤 朱音 守田 薫世 河野 朱莉
園田 武政　文雄 釜江 玲奈 伊藤 栄湖 下寶 由依 石川 希 窪 星乃 起 美海 櫻井 菜子

２部 4校
市立伊丹 八木 尚志 松本 まり 佐々木 彩佳 豊平 愛実 清家 はるか 山本 汐音 野村 美咲 川添 美七海 橋本 莉英 福田 萌々香

芦屋学園 大森　敏 鎌田 夏海 北中 彩乃 瀧澤 実礼 横山 美月 宮本 ナオミ

仁川 木村　宗一郎 山崎 菜月 砂 佳乃 横山 葵 平川 彩香 中島 舞子 千葉 萌恵子 南方 理恵子 北山 夏海
宝塚東 中川　　康子 戸田 有紀 平良 実香 鈴木 安里英 田中 萌子 松尾 映里 向野 薫奈 内田 千尋 藤本 いおり 今井 星菜 小島 万歩 谷杉 里佳 田上 夢子 春木 涼花 藤田 美香

３部 4校
県立伊丹 菅原　潤哉 亀谷 優花 伊勢田 りこ 岩﨑 愛莉 鳴戸 瑞希 峰本 真帆 有岡 真存子 葛生 紗弥加 西村 梨那 平松 亜弓 岩井 結莉 松久保 萌衣 瀬渡 仁美 春名 沙紀 川本 夏菜
市立西宮 大西明文 阪本 実祐 上西 梨早 路次 布由子 太田 早紀 川野 可南子 橘 萌乃香 宮永 さやか 岡本 夏子 石井 佑香 野崎 友美 佐々木 毬
宝塚西 松井　千寿子 宮原 詩歩 静間 絵理子 山本 愛 川﨑 えりか 福富 日加里 二宮 初音 卜部 梨沙 佐田 友紀子 北村　 愛実 赤木 裕美 河野 愛莉 森本 春菜 魚住 さくら 國重 舞
宝塚 木村　健志 金ケ江 舞香 和泉 葵 吉川 ちなつ 西 里佳子 十倉 友希乃 松原 華代 小川 彩花 菊元 望 中田 佳奈 石野 瑞稀 下元 亜矢加 佐々木 すみれ

４部 4校
川西北陵 東井克司 濱本 実希 芝野 彩加 吉山 美来 藤原 愛菜 佐藤 由季 宮野 海帆 魚井 瑠李 和氣 佳奈子 土田 千容 中山 茜 松城 奈那子 東 明里 藤原 由美 伊藤 綾梨
県立西宮 中山　美理 上田 桃子 足立 理紗 森田 結衣 蘆田 菜保子 中条 里菜 石塚 優奈 佐々木 麻絵 清水 葉月 石田 華音 和田守 美優 村川 真菜 川西 麻由 村上 舞 勝間 愛

芦屋 古井愛弓 長谷川 莉沙 古城 理歩 上村 萌 丸岡 千晃 橋詰 茉奈 植木 敦子 福地 知世理 井上 彩香 田中 帆希 藤原 美紀 山元 菜々子 関戸 美雪 杣 菜々絵 川原 知子
女学院 藤川　晶子 高山 すみれ 吉藤 真ゆ 今中 友香 石田　 菜津美 愛智 理世 木村 実花 安岐 裕美 北澤 みはる 辻口 舞 門脇 ゆうき 井上 知佳 寺口 絢子 古橋 静佳 藤澤 枝里香

５部 １４校
県立国際 桂　広 重里 野々香 斎藤 百合子 大津 沙也香 田尻 小夏 西薗 明音 江島 碧 大矢 優里香 池田 くるみ 森本 裕奈 高岡 里衣 上田 佳奈 金森 春華 小竹 よしの 松本 亜祐実

芦屋国際中等 原嶋　由佳 廣島 明音 高 思遥 伊藤 真由 大平 萌莉 阿部 咲也香 山本 愛 卜部 花音 林 彩乃 畑本 彩 徐 彩　希 竹内 星夏 生駒 美幸
武庫荘総合 一橋　正樹 篠原 奈那 荻野 帆乃花 安川 芽衣 川本 彩乃 秦 真希 西村 郁美 中村 優生 川上 希望 谷田 茉由 岡田 莉佳 新谷 百合 宮本 菜夏 渡辺 麻優子

宝塚北 中川雅裕 脇田 佳奈 角倉 優花 久保 恵梨奈 ?野 琴望 田村 奈菜子 三澤 七緒 壷井 萌絵 堀 愛琳郁 永井 佑果 井上 愛 播磨 瑠美 岡田 美砂 落合 汐織 灘本 未来
西宮今津 田頭　憲一 牧野 美都 ?野 友絵 新山 有奈 波頭 由穂 加納 蓉子 田上 夏海 田渕 愛理 國見 穂菜美 三原 日向子

西宮南 草場　美由紀 篠原 玲緒奈 須山 こころ 木幡 香里 藤田 空里 冨 知聖 森岡 沙菜 瀬戸 日向葵 石井 美佐 松尾 絵睦
尼崎稲園 佐藤淳司 本多 真子 山崎 かれん 永田 英里 小角 理央 上村 悠華 砂場 あずさ 上田 穂乃佳 福島 未来 下部 若穂
伊丹西 長濱　英世 寺西 優歌 高濱 汐里 小林 彩 内山 朋香 小谷 日菜子 永山 沙弥 愛川 水貴 久保 友希 久保 友花 香田 彩花 大庭 愛美 田尾 あゆみ

鳴尾 藤田智子 早田 奈生 古川 澪花 東山 京佳 児玉 典子 安藤 ゆうみ 石田 梨紗 相原 佳奈 西部 詩穂 鈴木 愛菜 飛石 紋奈 山本 佳代子 古賀 日菜乃 和多田 舞香 佐々木 涼花
川西緑台 梶　俊彦 宇山 光咲 山本 理香子 川本 遥子 升田 夏美 真鍋 里彩 朝長 円花 石川 穂乃香 吉田 陽香里 扇谷 佳歩
尼崎北 守　慶朗 戸村 璃子 松本 歩乃香 池田 千夏 坂本 紗輝 野口 紗矢 松下 穗香 神田 志保子 山本 麻由 福武 ほのか 濵本 美春 松山 千尋 木澤 咲織 岩本 萌伽 山本 華凜
西宮北 北　准一 黒田 美佑 中元 美羽 榎 沙織 滝澤 沙葉子 芦田 瑠華 西田 美緒 羽木 夏穂 竹中 若葉 北坂 杏莉 田中 万里音 沼田 華佳 磯村 みなみ 秋本 ひまわり

西宮東 白井秀和 小林 美結 山崎 藍 藤田 淑子 矢野 杏佳 柴山 詩織 和田 七海 小川 遥夏 佐久間 麻由 玉城 亜美
川西明峰 谷口聡 尾上 愛海 中野 杏奈 濱田 朝子 元廣 優香 白波瀬 詩織 北川 愛理 片岡 優 桑野 遥奈 細谷 彩花 吉田 愛
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