
前田 悠磨 谷 祐汰 渡辺 彩 平川 彩香

山本 悠輝 村西 開斗 吉田 冴恵 南方 理恵子

佐々木 真 田中 修斗 小砂 彩 中島 舞子

樽谷 太郎 三ツ山 隆哉 杉本 彩 千葉 萌恵子

西田 亮雅 山下 昌平 前田 美咲 山崎 菜月

松岡 尚吾 中山 航輝 前田 寧亜 砂 佳乃

中 祐介 近田 義裕 溝口 早輝 横山 葵

野々村 雄太 花田 貴充 瀧澤 実礼 静間 絵理子

泉 雅博 木村 靖吾 宮本 ナオミ 川﨑 えりか

栗田 隆央 瀧華 隆裕 北村　 愛実

岡部 将也 南  春輝 二宮 初音

上田 悠太 三村 公亮 鎌田 夏海 宮原 詩歩

河林 幸丸  藤原 光汰 北中 彩乃 山本 愛

西台 祐太  高倉  弘陽 横山 美月 佐田 友紀子

中舛 彰太 村井 成仁 和泉 葵 芝野 彩加

山口 樹 平田 奨 吉川 ちなつ 藤原 愛菜

玉田 知暉 朝見 俊哉 西 里佳子 吉山 美来

森野 友真 太田 和樹 松原 華代 魚井 瑠李

石田 尚 西村 大輝 金ケ江 舞香 濱本 実希

高橋 勇人 青木 亮太 十倉 友希乃 佐藤 由季

太田 真悟 高見 亮 小川 彩花 宮野 海帆

森川 裕貴 池田 凌人 古城 理歩 升田 夏美

菰方 将人 立石 淳生 橋詰 茉奈 真鍋 里彩

星野 修平 石倉 勇武 丸岡 千晃 朝長 円花

井上 拳悟 平井 伸弥 福地 知世理 石川 穂乃香

大谷 直也 森田 啓将 長谷川 莉沙 宇山 光咲

大城 滉希 安富 航也 上村 萌 山本 理香子

井口 元貴 竹邉 柊 植木 敦子 川本 遥子

6-40-6 Ｄ１Ｄ１

芦屋学園 学校名 伊丹北

第２５回阪神高等学校テニス大会        　対戦記録表　　　　　　男女入替戦　　　　　浜甲子園会場＆芦屋学園会場

◆　男子１部２部入替戦 ◆　女子１部２部入替戦

学校名 雲雀丘学園 0-3 仁川1-3

Ｄ２ 3-6 Ｄ２

2-6

3-6

Ｓ１ 0-6 Ｓ１

1-6

Ｓ３
3-1

（打切り）
Ｓ３

1-5
（打切り）

◆　男子２部３部入替戦 ◆　女子２部３部入替戦

Ｓ２
6-6

（打切り）
Ｓ２

２部降格 １部昇格 ２部降格 １部昇格

宝塚西

Ｄ１ 0-6 Ｄ１ 0-6

学校名 県芦屋 0-3 甲南 1-3学校名 芦屋学園

0-6

Ｓ１ 6-0

Ｄ２ 1-6 Ｄ２

Ｓ２
1-5

（打切り）
Ｓ２

Ｓ１ 0-6

３部降格 ２部昇格 ３部降格 ２部昇格

Ｓ３
0-4

（打切り）
Ｓ３ 打切り

◆　男子３部４部入替戦 ◆　女子３部４部入替戦

学校名 県伊丹2-3宝塚北 学校名 宝塚 川西北陵

Ｄ１ 6-1 Ｄ１ 4-6

Ｄ２ 6-2 Ｄ２

0-3

1-5
（打切り）

Ｓ２ 2-6 Ｓ２ 5-7

Ｓ１ 1-6 Ｓ１ 3-6

４部降格 ３部昇格 ４部降格 ３部昇格

Ｓ３ 2-6 Ｓ３ 打切り

◆　男子４部５部入替戦① ◆　女子４部５部入替戦①

学校名 尼崎稲園 1-4 伊丹西 学校名 芦屋 川西緑台

Ｄ１ 6-3 Ｄ１ 4-6

Ｄ２ 3-6 Ｄ２

0-3

打切り

Ｓ２ 4-6 Ｓ２ 0-6

Ｓ１ 4-6 Ｓ１ 1-6

５部降格 ４部昇格 ５部降格 ４部昇格

Ｓ３ 2-6 Ｓ３ 打切り



川尻 恭平 伊東 陽歩 足立 理紗 小林 彩

濱中 大暉 濱 凌太 石塚 優奈 永山 沙弥

大垣 俊亮 岩間 圭輝 佐々木 麻絵 小谷 日菜子

米津 篤 坂本 賢海 清水 葉月 愛川 水貴

上野 泰樹 森光 光雄 蘆田 菜保子 寺西 優歌

田村 迅 谷本 貴哉 中条 里菜 高濱 汐里

巽 政樹 寺岡 滉平 和田守 美優 内山 朋香

打切り

◆　男子４部５部入替戦② ◆　女子４部５部入替戦②

学校名 西宮 2-3 武庫荘総合 学校名 西宮 0-3 伊丹西

Ｄ１ 2-6 Ｄ１ 2-6

6-3 Ｓ２

Ｄ２ 3-6 Ｄ２

4-6

Ｓ３ 5-7

Ｓ１ 6-1 Ｓ１ 3-6

Ｓ３ 打切り

Ｓ２

５部降格 ４部昇格 ５部降格 ４部昇格


