
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

関西学院 原田　匠 新見 星原 本田 酒井 坂本 池上 久保 万木 川瀬 清水 山本 羽禰田 中西 浦部
仁川学院 若松　慶実 福田 岩佐 金子
西宮市立西宮 中嶋　智之 渡瀬 三野 星野 松端 南 島田 金子 糸数 辻 藤江 藤本 平田 石田 小薗
芦屋学園 長橋　大介 山下 村西 三ツ山 田中 村田 増田 前川 髙橋 重松 木丸 梅原 堂園 小寺

２部 ４校
雲雀丘学園 藤川一幸 久保 竹一 中島 七宮 樽谷 大川 王 村田 竹尾 松本 後藤 矢式 勝田 大仁田
報徳学園 桂川大助 渡部 中山 石田 畠山 米田 中野 望月 田中 宮野 柏原 笹沼 中田 岡崎 鳴瀧
甲陽学院 伊賀　星道 岡田 安藤 岡　 岩﨑 長谷川　 桂　 西野　 穂積　 小竹　 西村　 良本　 山崎　 渡瀬　 岡田　
甲南 枝村　隆平 市岡 木村 東野 角谷 西村 石本 薮内 岡田 角谷 川端 池崎 

３部 ４校
兵庫県立芦屋高等学校 森正樹 河林 西台 岡部 大賀 大森 磯部 栗田 山中 保元 光井 久保本 柚原 飯牟田 富永
宝塚西 高塚　一郎 長岡 今後 大矢 神田 長谷川 藤村 江頭 安西 坂田 久須 宮武 岡本 竹田 影山
西宮今津 潮海　香代 松永 大谷 西野 三浦 藤井 久米 川中 大林 長谷 津崎 井上 兼田 六車 三宮
兵庫県立伊丹高等学校 白石　清 松尾 前田 松井 阪本 戸島 飯田 貞野 松田 安藤 齋藤 岡本 河南 古谷 熊野

４部 ４校
兵庫県立宝塚北 呉屋幸広 山西 赤松 芳田 奈良 奥野 新谷 井上 百瀬 小川 渡辺
猪名川 馬場　浩史 飯塚 久保田 山本 小西 澤田 辻 鴨井 原 井原 開原 長島 上野 永迫 人見
伊丹西 西 良介 福田 伊藤 香山 長岡 浜 鳴戸 新谷 大西 大谷 塚本 松原 西 宮田 横田
武庫荘総合 立石　弘 谷本 寺岡 井原 澤田 長崎 池森 隅 東 山本 井川

５部 １６校
尼崎稲園 小川　卓也 井上 俵 松村 森川 長瀧 山本 樋川 森脇 泉 村木 前田 加納 北川 冨谷
兵庫県立西宮 孝岡真臣 太田垣 濱中 川尻 祐森 中村 金平 新居 山本 竹尾 中谷 佐渡 田原 坂田 植田
県立川西北陵 今井　博章 岸田 近藤 西田 亀井 舟橋 田中 平井 陸野 下江 野田 森本 浅井 中西 中西
西宮市立西宮東 追矢弘幸 鈴木 太田 水内 森 吉川 有坂 若林 田森 三ケ島 森田 中山 大辻 岩井 平島
兵庫県立宝塚 藤原智康 新本 長岡 中 市川 青山 福岡 西 紺屋 中舛 田中　 薄元 佐々木 嘉本 藤井
尼崎北高校 中澤　浩明 平田 宮武 近兼 岩崎 嶋田 吉井 小谷 小田 南 多田 町 吉永 世継 小椋
県立西宮南高等学校 青井伸也 濱橋 中村 樋口 柿本 守行 青木 岡原 山内
兵庫県立尼崎工業 大塚　周 石原 斎藤 吉川 畑中 嶋崎 雨堤 荻矢 藤田 廣江 三好 近江 薮口 北川 山本
伊丹北 横田泰和 河本 後藤 佐藤 井上 西尾 千葉 福川 成川 高 坂上 中井 松本 川本 藤原
兵庫県立西宮北 不破　朋哉 大手 藤原 金谷 寺内 大平 上田 武内 内藤 三田 御手洗 百々 菅 廣瀬 藤井
鳴尾 山内淳史 渡邊 兵頭 角間 香井 川島 平井 吉竹 浅井 巖本 斉藤 大西 山岡
兵庫県立川西明峰高等学木村守 宮口 藤岡 伊豆嶋 西田 沼田 長澤 鎌谷 徳田 早瀬 浅尾 窪田
兵庫県立宝塚東 玉野 裕也 勇 平塚 堤 前川 大平 山本 谷口 石垣 浜田 井原 美里 清水 宮川 柴田
伊丹市立伊丹 奥田康裕 上田 惣田 倉田 植木 高橋 岩村 森根
兵庫県立西宮甲山 福嶋佑弥 野村 有村 郡 玉木 埴岡 梅村 石橋 城 森川 丸山
兵庫県立芦屋国際中等教山下弘巳 仁ノ内 竹村 権

女子
学校名 顧問名 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９ №１０ №１１ №１２ №１３ №１４

１部 ３校
園田学園 加藤　安秀 中谷 下寳 伊藤 吉井 山本 櫻井 中島 鈴木 相本 宇佐見 清末 小西 山本 西村
武庫川女子大学附属 橋本泰秀 辻 木下 稲垣 財田 森脇 大塚 松尾 中村 三輪 板倉 橋本 瀬村 中村 近藤
仁川学院高等学校 木村　宗一郎 山崎 中島 北山 朝隈 包 中野 宮崎 橘
雲雀丘学園 野村　勝 喜多 渡邊 世良 山縣 八尾 吉川 山田 村上 西門

２部 ４校
兵庫県立伊丹北 岡本　潤一 小砂 溝口 守田 河野 杉本 片山 佐藤 福井 大形 山本 中島
兵庫県立宝塚東 田中祐太 田上 内田 小島 名和 田中 今井 谷杉 藤本 藤田 金谷 吉田 深町 奥野 日高
伊丹市立伊丹 八木尚志 清家 藤井 山本 川添 福田 田中 山本 島林
宝塚西 松井千寿子 國重 魚住 藤見 東 長谷部 岡 秋山 吉野 矢倉 松家 衣川 三浦 坂田 田中

３部 ４校
芦屋学園高等学校 大森　敏 浦上 辻川 玉川 北中 瀧澤 野村 宮本
兵庫県立伊丹 菅原　潤哉 岩井 松本 須磨 春名 西村 小林 中村 城田 吉澤 原 安満 渡辺 小坂 平松
西宮市立西宮高等学校 大西明文 岡本 橘 野崎 川野 弘内 佐々木
川西北陵 東井　克司 藤原 土田 伊藤 美藤 中山 棟久 宗藤 棟久 西原 藤原 美藤 西川 加茂 那須

４部 ４校
兵庫県立宝塚 木村健志 十倉 石野 永野 久保 亀山 後中 水口 新井 河内 北澤 田中 芝 小谷
神戸女学院 藤川　晶子 四宮 辻 村田 石田 桒野 嶋吉 南 平岡 市原 竹口
兵庫県立川西緑台 藤田識人 宇山 山本 朝長 杉本 和泉 石川 松岡 常盤 中川 高木 下野 木田 田中 岡村

兵庫県立伊丹西 藤本大曜 内山 永山 小谷 愛川 香田 久保 久保 大庭 田尾 黒山 池永 北田 橋本 矢川

５部 １６校
兵庫県立芦屋高等学校 竹谷　佳生 富田 山元 来田 能美 西岡 藤井 長谷川 宮川 大田
兵庫県立西宮 福井謙司 石塚 足立 村川 田中 勝間 藤原 柳 橋本 能勢 狩野 吉國 岩上 高野 枡田
兵庫県立尼崎北 守　慶朗 山本 小角 岩本 香川 大川 岩本 松山 上野 鈴木 中屋 水永 河原 山中 毛戸
兵庫県立国際 秋次　留衣 森本 松本 上田 金森 小竹 吉田 大澤 藤原 清田 仲川 田中
兵庫県立芦屋国際中等教山下弘巳 伊藤 生駒 徐 卜部 青柳 畑本 高
兵庫県立西宮南高等学校平見　秀樹 壱﨑 石井 田中 松尾 内八重 齋竹 渡部 酒井 山脇 小菅 岡本 秋武 常川 寺井
西宮東 白井秀和 藤谷 中山 前田 橋本 上松 内藤 須田 濱本 大西 鈴木
兵庫県立西宮北 北　准一 長尾 北坂 沼田 占部 仲 稲田 磯村 秋本 岩原 井上 中野 大槻 松田
兵庫県立西宮今津 田頭　憲一 加納 佐藤 三原 濵野 新山 松井 武田 岩田 山本
兵庫県立鳴尾高等学校 藤田智子 相原 平野 秋道 山本 飛石 三芳 松下 時田 平井 麻生 大崎 新村 石部 佐々木
尼崎稲園 甲　博文 上田 福島 下部 岡村 石橋 下村 吉見 丸澤 廣田 和田 松本 永田 木村
兵庫県立武庫荘総合 一橋　正樹 中村 川上 岡田 宮本 渡辺 新谷 楠原 戸田 後藤 髙須 高寺 長尾
宝塚北 中川　雅裕 灘本 鈴木 中村 菊川 竹本 畑中 宮崎 髙橋 原 杉山 白石
兵庫県立川西明峰 末廣　卓也 中野 岡部 吉田 米久 加藤 西垣 植田 篠木 松本 阪本 林
猪名川 川村　末廣 小林 奥野 片岡 加藤 大橋 土谷 石田 福川 若林 清水
兵庫県立西宮甲山 吉永　文貴 杉田 近藤 岩崎 福井 三原
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