
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

芦屋学園 浅海 三木 橋本 中野 銭亀 大栃 丸山 田中 大井手 小牧 河野 神谷 田原 岡本 井本
関学 石森 大下 久保 高山 瀧華 山本 長澤 黒木 加藤 津田 森田 川島 山下
仁川 若松 前田直 籠谷 前川 西川 和山 田中 吉村 前田貴 近藤 徳島 福原
報徳 桂川 清水 児島 平本 菅野 間瀬 織田 結城 谷 宮崎 橋本 荻野 成瀬 古川 森下
２部 ４校

雲雀丘 藤川 泉 能津 木村 平松 池上 古川 花原 川端 豊田 薮田 今里 中島 中原 藤本
西宮今津 潮海 引田 木下 入船 金子 山村 杉田 中川 園田 内田 中村 後呂 白仁田 前田

甲南 八田 岩本 石田 成本 小山 山根 田村 当山 小野 末野 原口
県芦屋 山本 市山 柳 大黒 繁田 鈴木 中野 清水 杉原 高野 山本
３部 ４校

宝塚北 山崎 長井 小田 小守 宮川 山口 前中 浅田 福武 中川 田々楽 福田 森本 飯島 二井
市西宮 中嶋 田名瀬 小林 高橋 青木 吉川学 屋敷 磨樒 浦上 吉川徹 田代 宇野 中澤 神戸 田村
西宮東 追矢 中村 森圭 森和 村上 佐々木 立川 水田 濱田 槇原 原田 田村 高見 金丸 平井

尼崎稲園 小川 武内 三崎 増田 中井 井上 井筒 出水 田中 薦田 前原 平井 大城 石塚 桐岡
４部 ４校
甲陽 田所 髙月 髙田 川口 西村 浅田 宇都 橋本 樋口 中西 田中 井元
西宮北 孝岡 大庭 大山 木下 山崎 松浦 猪熊 山下 中谷 境 山木 新稲 服部 山内 北坂
伊丹西 本井 十島 福島 細見 杉坂 西田 上岡 山口 高岡 藤岡 南 伊東 角井 表 本
宝塚 藤原 友田 中山 田口 井上 濱口 山下 西村 古里 菅原 川島 村山 眞木 小林 飯嶋
５部 １６校

猪名川 和田 前田 中村 清水 出口 藤本 矢原 高橋 末吉 辛嶋 三好 藤井 福井 櫨山 森澤
県西宮 西山 大杉 恩田 小谷 黒川 麻田 橋本 杉本 福田 高田 西脇 木澤 関口 田中 野橋
市伊丹 中原 前田 鶴崎 宮垣 藤田 植木 岩村 横田 藤井 山崎 矢野 永安 猪俣 森田 中西
伊丹北 坪田 井出 竹下 山田 小幡 宍粟 吉居 大島 江本 杉田 辰巳 上田 森本 西尾 針谷
県国際 高木 吉岡 鎌田 広瀬 篠原 山本
西宮南 雨森 谷森 江玉 酒井 北村 山崎 安原 石井 水口 山口 岸 石田
鳴尾 山内 中畑 岡田 大森 近藤 大久保 南崎 丹埜 鈴木 林
県伊丹 衣笠 大島 吉井 石橋 須藤 佐和田 安富 小川 船井 浅野 久保田 吉岡 坂本 伊藤 松尾

武庫荘総合 山村 壷井 西脇 壽崎 澤田 井上 楢原 前野 近藤
芦屋中等 山下 杉江 福島 吉本 住江 柳 柳井 田中
県尼崎工 大塚 西口 井上 加池 栗本 上田 桐谷 小田桐 大野 谷本 武内 須賀
宝塚西 高塚 古川 下村 大塚 桑田 鬼塚 北村 寺西 田中 平良 奥崎 橋本 生駒 長田 井上

川西北陵 小濱 入江 浅井 出口 木村 石田 武藤 上田 原 畔谷 大西 井藤 福本 村瀬 弓削
尼崎北 横田 柿本 田中 末竹 大橋 徳山 太田 伊原 上村 中谷 多聞 藤長 濱邊 山崎 奥村

川西明峰 木村 中西 小笠原 須藤 畑中 森 中島 藤本 鎌田 古川 山尾 荒井 山口 宮田 内田
川西緑台 宮脇 中村 奥田 小林 村本 富田 山田 米澤 金森 山本 大藤 田中 宮北 大西 加味

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 武政 天米 濱田 筒井 足立 石川 白川 辻本 則信 桐畑 生田 酒井 大西 柴垣 松下
雲雀丘 野村 玉置 本田 木島 大出 武知 西永 菅 富士 松本 山本 瀧本 田中
市伊丹 八木 西村 前原 田端 小谷 寺岡 岩本 井平 板橋 上野 藤田 柴田 松本 内田

武庫川大附 小野 尾中 古澤 高倉 喜多 安口 真砂 川崎 中川 信田 北川 原 住
２部 ４校

伊丹北 岡本 西本 宇野 廣田 景山 須田 正林 北川 谷永 前川 末光 西川
芦屋学園 大森 竹上 筧 藤野 吉田 鳥谷 河野 仲

仁川 木村 山口 澤田 関口 上坂 中島 前川 石井
宝塚西 松井 木本 田中 川島 仲川 平山 北村 西田 中川
３部 ４校

県伊丹 菅原 泉谷 井上 笠松 友江 青木 梯 岡島 宮崎 太田 山田 宮田 大西 清田 上村
川西北陵 東井 福井 国次 片瀬 野条 清水 太田 櫻井 望月 村瀬 藤本 竹中 常陸 近藤 藤本
宝塚東 中川 板西 福田 永田 入江 硲 加藤
県国際 白石 安隋 高橋 藤井 中村 多鹿 森川 山本 森 増本 吉竹 佐治 詫間 羽原 竹村
４部 ４校

市西宮 大西 高橋 南崎 後藤 満島 川副 山本 田和 池内 田中 小嶋 佐藤 坂口 満長
宝塚 福井 徳岡 江田 金本 中野 藪田 瀧原 川東 松本 橋本 大橋 山本 藤原 瀬川 有川

西宮北 北 星丘 阿部 藤田 長江

芦屋中等 黒上 西垣 齊藤 井上 西尾 松浦 荒谷 増田 中島 東山 齊藤 高木 倉
ｱﾝｼﾞｪﾘｶ＝
ﾌｪﾚｰﾙ

權

５部 １４校
川西明峰 三木 塚原 西垣 弓取 鍵村 三浦 楢村 上津 西野 曾羽 松林 江口 山田 上西 磯部
武庫荘総合 井奥 西田 東野 川上 川口 三谷 梅田 椙原 東末 前田 平嶺

県西宮 石川 松崎 佐々木 所 浦 奥野 藤本 深見 楠 松本 生垣 川元 服部 玉井 橋本
宝塚北 今尾 本田 二戸 山下 安立 福本 中澤 濱口 山先 大谷 田村 北川 八木 金澤 井上
尼崎北 三好 今井 桑岡 宮崎 神谷 三浦 浦上 荒木 本多 高尾 中澤 高比良 前田 後藤 城間

西宮甲山 岡 浦上 口丸 阿部 斎藤 大村 池田 芦田
県芦屋 北野 山元 別所 藤本菜 藤本有 田中 山本 植村 船越 南 羽原 和田 大毛 吉川 高岡
猪名川 南野 村中 青山 四方 受野口 岡本 湊 尾上 伊藤 中野 原口 原田 神野 中井 橋本

西宮今津 安達 奥田 帯辺 長岡 今 御立 山本 宮武 川崎 中村 嶋吉 山藤
伊丹西 小口 奈良井 中釜 中井 後藤 永松 大本 三木 富屋 篠崎 管 横井 能勢 岡本 加藤
西宮南 伊藤 岡本 辻本 中村 谷口 蓑輪 津村 大野
鳴尾 庄 鶴井 村上 井上 黒田 廣瀬 村上 信崎 橋永 鈴木 間瀬 三浦 渋谷 八杉 奥野

尼崎稲園 佐藤 小西 江畑 西野 岩本 森下 佐野 布目 多田 岸本 廣田 平川 中里 松山
川西緑台 中川 大隅 下浦 飯田 今西 坂田 間永 中木原 秋庭 大槻 川下 二村 安食 髙見 富田
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