
川西北陵

西宮南 ３－０

３－０

武庫荘総合

西宮北 ３－０

３－１

武庫荘総合

３－１

武庫荘総合

３－１

伊丹西

３－２

伊丹西

３－０

伊丹西

３－２

鳴尾

３－０ 伊丹西

３－１

伊丹北

西宮東

３－１

西宮東

３－２

第２５回阪神高等学校テニス大会   　対戦記録表　　  男子    ５部トーナメント　　浜甲子園会場

4 川西明峰 高校

西宮南 高校

1 川西北陵 高校

5 西宮北 高校

2 県国際 高校

3

伊丹西 高校

6 県宝塚 高校

7 武庫荘総合 高校

10 鳴尾 高校

8 宝塚東 高校

高校

12 伊丹北 高校

9

11 尼崎工業

14 尼崎北 高校

13 BYE 高校

15 西宮東 高校



１Ｒ １Ｒ

義村 祐貴 大手 直樹 大石 晃 秋道 佑治

宮口 凱 森本 淳司 薮田 笙 森 功太郎

徳田 拓海 小笹 青 岡本 遼介 河野 竹伸

田中 太輝 原田 謙之助 平田 直輝 水内 伸

杉山 友一 前田 基希 添田 龍司 清水 祐希

加藤 聖 前市岡 勇介 山中 春樹 久保 雄平

山野 晃 北川 琢人 中植 遵英 大西 晃祐

１Ｒ １Ｒ

池田 凌人 水畑 俊亮 岡 直輝 谷垣 雄飛

立石 淳生 渡辺 凌 黒田 尚紀 ホール 健司

石倉 勇武 平塚 大貴 前田 遼介 倉部 開人

平井 伸弥 勇 亮太郎 石井 智士 竹迫 圭太

森田 啓将 坂本 一登 小林　 拓実 磯山 義貴

安富 航也 田中 達 濱橋 深 岩永 竜樹

竹邉 柊 横田 和弘 中村 啓人 森本 吾論

１Ｒ １Ｒ

佐々木 遼太 伊東 陽歩 田中 陽心 羽原 悠貴

藤本 隼人 濱 凌太 加藤 大成 濱田 光

中村 良馬 岩間 圭輝 水野 優磨 吉川 優

番匠谷 大地 坂本 賢海 山口 将太 畑中 龍也

鳥井 亮 森光 光雄 関 皇紀 鳥羽 海成

高橋 健人 谷本 貴哉 兵藤 雅也 木曽 紘人

新本 一斗 寺岡 滉平 鍋島 有輝 嶋崎 竣相

２Ｒ ２Ｒ

川上 航馬 岡 直輝 山脇 悠生 秋道 佑治

木村 敬太 黒田 尚紀 千葉 祐輔 森 功太郎

上村 健太 前田 遼介 清水 璽文 河野 竹伸

藤原 聖斗 石井 智士 西尾 和恭 水内 伸

矢野 泰成 小林　 拓実 佐藤 宏俊 清水 祐希

黒土 奨太 濱橋 深 山之内 賢仁 久保 雄平

塩飽 宙椰 中村 啓人 後藤 海人 大西 晃祐

7-6(3)

Ｓ３ 打切り Ｓ３ 2-6

Ｓ２ 6-1 Ｓ２

Ｓ１ 6-1 Ｓ１ 0-6

Ｄ２ 打切り Ｄ２ 打切り

1-3 西宮東

Ｄ１ 6-0 Ｄ１ 1-6

学校名 川西北陵 3-0 西宮南

6-0

Ｓ３ 打切り Ｓ３ 打切り

学校名 伊丹北

Ｓ２ 3-6 Ｓ２

Ｓ１ 7-6(4) Ｓ１ 6-4

Ｄ２ 3-6 Ｄ２ 打切り

3-0 尼崎工業

Ｄ１ 5-7 Ｄ１ 6-2

学校名 県宝塚 1-3 武庫荘総合

打切り

Ｓ３ 打切り Ｓ３ 打切り

学校名 鳴尾

Ｓ２ 6-1 Ｓ２

Ｓ１ 6-4 Ｓ１ 6-4

Ｄ２ 打切り Ｄ２ 6-1

Ｄ１ 6-0 Ｄ１ 6-4

学校名 西宮南 3-0 県国際学校名 伊丹西 3-0 宝塚東

Ｓ３ 打切り Ｓ３ 1-6

Ｓ２ 1-6 Ｓ２ 6-3

Ｓ１ 7-5 Ｓ１ 6-1

Ｄ２ 2-6 Ｄ２ 3-6

Ｄ１ 2-6 Ｄ１ 3-6

第２５回阪神高等学校テニス大会　　　対戦記録表　　　　男子 　　  ５部リーグ　　　　浜甲子園会場

学校名 川西名峰 1-3 西宮北 学校名 尼崎北 2-3 西宮東



２Ｒ ２Ｒ

池田 凌人 田中 陽心 大手 直樹 伊東 陽歩

原本 雅司 加藤 大成 森本 淳司 濱 凌太

石倉 勇武 渡邉 颯斗 小笹 青 岩間 圭輝

平井 伸弥 角間 智樹 原田 謙之助 坂本 賢海

森田 啓将 関 皇紀 前田 基希 森光 光雄

安富 航也 兵藤 雅也 前市岡 勇介 谷本 貴哉

竹邉 柊 鍋島 有輝 北川 琢人 寺岡 滉平

３Ｒ ３Ｒ

川上 航馬 伊東 陽歩 秋道 佑治 池田 凌人

木村 敬太 濱 凌太 森 功太郎 立石 淳生

上村 健太 岩間 圭輝 河野 竹伸 石倉 勇武

藤原 聖斗 寺岡 滉平 水内 伸 平井 伸弥

矢野 泰成 森光 光雄 清水 祐希 森田 啓将

黒土 奨太 谷本 貴哉 久保 雄平 安富 航也

塩飽 宙椰 寺岡 滉平 大西 晃祐 竹邉 柊

FＲ

伊東 陽歩 池田 凌人

濱 凌太 立石 淳生

岩間 圭輝 石倉 勇武

寺岡 滉平 平井 伸弥

森光 光雄 森田 啓将

谷本 貴哉 安富 航也

寺岡 滉平 竹邉 柊

Ｓ３ Ｓ３

Ｓ２ Ｓ２

Ｓ１ Ｓ１

Ｄ２ Ｄ２

Ｄ１ Ｄ１

学校名

Ｓ３ 0-6 Ｓ３

学校名

Ｓ２ 6-2 Ｓ２

Ｓ１ 5-7 Ｓ１

Ｄ２ 3-6 Ｄ２

Ｄ１ 7-6(2) Ｄ１

学校名 武庫荘総合 2-3 伊丹西

7-6(4)

Ｓ３ 打切り Ｓ３ 打切り

学校名

Ｓ２ 5-7 Ｓ２

Ｓ１ 4-6 Ｓ１ (5)6-7

Ｄ２ 打切り Ｄ２ 4-6

1-3 伊丹西

Ｄ１ 1-6 Ｄ１ 5-7

学校名 川西北陵 0-3 武庫荘総合

0-6

Ｓ３ 6-3 Ｓ３ 1-6

学校名 西宮東

Ｓ２ (7)6-7 Ｓ２

Ｓ１ 6-1 Ｓ１ 6-4

Ｄ２ 6-1 Ｄ２ 打切り

1-3 武庫荘総合

Ｄ１ 1-6 Ｄ１ 2-6

学校名 伊丹西 3-2 鳴尾 学校名 西宮北


