
節 月/日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 主審

4/29 金 神戸科技高校G 9:30 1-1 滝川第二A VS 神戸科技A 須磨友が丘 須磨友が丘 エストレラ姫路

4/29 金 関西学院第4F 9:30 1-2 神戸弘陵B VS 関西学院A 県西宮 県西宮 芦屋学園A

4/29 金 滝川第二高校G 9:30 1-3 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 報徳A 神戸国際附A 伊丹西 神戸国際附A

4/29 金 滝川第二高校G 14:45 1-4 長田 VS 市尼崎A 市西宮A 滝川第二B 市西宮A

2/14 日 いぶきの森G 9:30 1-5 三田Ａ VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 神戸国際附A 神戸国際附A 柳

2/11 木 県立西宮高校G 11:15 1-6 滝川第二A VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 県西宮 県西宮 県西宮

2/20 土 姫路球技スポーツセンター 11:15 1-7 長田 VS 神戸弘陵B 県西宮 エストレラ姫路 県西宮

2/21 日 三田学園高校G 9:30 1-8 三田Ａ VS 神戸科技A 芦屋学園A 三木 芦屋学園A

2/21 日 いぶきの森G 9:30 1-9 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 関西学院A 伊丹西 伊丹西 滝川第二B

2/20 土 市立西宮高校G 14:45 1-10 市尼崎A VS 報徳A 柳 柳 市西宮A

2/27 土 関西学院第4F 9:30 1-11 滝川第二A VS 関西学院A エストレラ姫路 エストレラ姫路 柳

3/5 土 神戸科技高校G 9:30 1-12 神戸科技A VS 報徳A 三木 三木 神戸国際附A

2/13 土 神戸弘陵学園高校G 13:30 1-13 神戸弘陵B VS 市尼崎A 芦屋学園A 須磨友が丘 芦屋学園A

2/28 日 いぶきの森G 9:30 1-14 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 神戸国際附A 神戸国際附A 市西宮A

2/28 日 三田学園高校G 9:30 1-15 長田 VS 三田Ａ 須磨友が丘 須磨友が丘 伊丹西

3/20 日 柳学園高校G 11:15 1-16 滝川第二A VS 神戸弘陵B 県西宮 柳 県西宮

3/19 土 姫路球技スポーツセンター 11:15 1-17 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 神戸科技A 三木 エストレラ姫路 三木

2/11 木 関西学院第4F 9:30 1-18 長田 VS 関西学院A 伊丹西 三木 伊丹西

3/20 日 三田学園高校G 9:30 1-19 三田Ａ VS 報徳A 滝川第二B 芦屋学園A 滝川第二B

3/21 月 いぶきの森G 9:30 1-20 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 市尼崎A 須磨友が丘 須磨友が丘 市西宮A

3/29 火 県立西宮高校G 15:15 1-21 滝川第二A VS 長田 伊丹西 県西宮 伊丹西

3/30 水 三田学園高校G 13:00 1-22 三田Ａ VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 芦屋学園A 市西宮A 芦屋学園A

3/31 木 いぶきの森G 9:30 1-23 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 神戸弘陵B 神戸国際附A 神戸国際附A エストレラ姫路

3/30 水 神戸科技高校G 9:30 1-24 市尼崎A VS 神戸科技A 三木 須磨友が丘 三木

3/29 火 関西学院第4F 9:30 1-25 報徳A VS 関西学院A 柳 滝川第二B 柳

4/5 火 三田学園高校G 13:00 1-26 滝川第二A VS 三田Ａ 須磨友が丘 須磨友が丘 柳

4/3 日 滝川第二高校G 11:15 1-27 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 長田 三木 三木 滝川第二B

4/5 火 県立西宮高校G 15:15 1-28 市尼崎A VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 神戸国際附A 神戸国際附A 県西宮

4/3 日 神戸弘陵学園高校G 9:30 1-29 報徳A VS 神戸弘陵B 伊丹西 伊丹西 芦屋学園A

4/4 月 関西学院第4F 9:30 1-30 関西学院A VS 神戸科技A 市西宮A エストレラ姫路 市西宮A

4/9 土 滝川第二高校G 9:30 1-31 滝川第二A VS 市尼崎A エストレラ姫路 伊丹西 エストレラ姫路

4/9 土 柳学園高校G 11:15 1-32 報徳A VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 三木 柳 三木

4/10 日 三田学園高校G 9:30 1-33 関西学院A VS 三田Ａ 滝川第二B 須磨友が丘 滝川第二B

4/9 土 長田高校G 9:30 1-34 神戸科技A VS 長田 芦屋学園A 芦屋学園A 神戸国際附A

3/5 土 市立西宮高校G 14:45 1-35 神戸弘陵B VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 県西宮 市西宮A 県西宮

4/16 土 滝川第二高校G 9:30 1-36 滝川第二A VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B エストレラ姫路 芦屋学園A エストレラ姫路

4/17 日 三田学園高校G 9:30 1-37 市尼崎A VS 三田Ａ 県西宮 須磨友が丘 県西宮

4/17 日 西宮浜総合運動公園G 9:30 1-38 報徳A VS 長田 柳 柳 伊丹西

4/16 土 関西学院第4F 9:30 1-39 関西学院A VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 滝川第二B 滝川第二B 神戸国際附A

4/17 日 西宮浜総合運動公園G 14:45 1-40 神戸科技A VS 神戸弘陵B 市西宮A 市西宮A 三木

4/23 土 西宮浜総合運動公園G 9:30 1-41 滝川第二A VS 報徳A 芦屋学園A 芦屋学園A 柳

4/23 土 関西学院第4F 9:30 1-42 関西学院A VS 市尼崎A 須磨友が丘 須磨友が丘 神戸国際附A

4/23 土 西宮浜総合運動公園G 14:45 1-43 神戸科技A VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 市西宮A 市西宮A 伊丹西

4/24 日 三田学園高校G 9:30 1-44 神戸弘陵B VS 三田Ａ 三木 県西宮 三木

4/23 土 滝川第二高校G 11:15 1-45 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 長田 エストレラ姫路 滝川第二B エストレラ姫路
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6/11 土 姫路球技スポーツセンター 14:45 1-46 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 滝川第二A エストレラ姫路 柳 エストレラ姫路

6/11 土 神戸弘陵学園高校G 9:30 1-47 神戸弘陵B VS 長田 市西宮A 市西宮A 神戸国際附A

6/12 日 三田学園高校G 9:30 1-48 神戸科技A VS 三田Ａ 須磨友が丘 伊丹西 須磨友が丘

6/11 土 関西学院第4F 9:30 1-49 関西学院A VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 滝川第二B 滝川第二B 滝川第二B

6/12 日 報徳学園高校G 9:30 1-50 報徳A VS 市尼崎A 芦屋学園A 芦屋学園A 三木

6/25 土 滝川第二高校G 9:30 1-51 長田 VS 滝川第二A 柳 柳 神戸国際附A

6/25 土 三田学園高校G 13:00 1-52 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 三田Ａ 伊丹西 伊丹西 三木

6/25 土 神戸弘陵学園高校G 9:30 1-53 神戸弘陵B VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B エストレラ姫路 エストレラ姫路 須磨友が丘

6/25 土 滝川第二高校G 14:45 1-54 神戸科技A VS 市尼崎A 市西宮A 市西宮A 滝川第二B

6/25 土 関西学院第4F 9:30 1-55 関西学院A VS 報徳A 県西宮 芦屋学園A 県西宮

7/23 土 滝川第二高校G 9:30 1-56 神戸弘陵B VS 滝川第二A 伊丹西 伊丹西 県西宮

7/2 土 神戸科技高校G 9:30 1-57 神戸科技A VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 須磨友が丘 三木 須磨友が丘

7/9 土 関西学院第4F 9:30 1-58 関西学院A VS 長田 エストレラ姫路 エストレラ姫路 神戸国際附A

7/23 土 三田学園高校G 13:00 1-59 報徳A VS 三田Ａ 芦屋学園A 芦屋学園A 市西宮A

7/24 日 滝川第二高校G 11:15 1-60 市尼崎A VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 柳 柳 滝川第二B

7/16 土 神戸科技高校G 9:30 1-61 神戸科技A VS 滝川第二A 須磨友が丘 柳 須磨友が丘

7/16 土 関西学院第4F 9:30 1-62 関西学院A VS 神戸弘陵B 市西宮A 市西宮A エストレラ姫路

7/16 土 伊丹西高校G 11:15 1-63 報徳A VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 芦屋学園A 芦屋学園A 伊丹西

7/16 土 三木高校G 15:45 1-64 市尼崎A VS 長田 滝川第二B 滝川第二B 三木

7/16 土 三田学園高校G 13:00 1-65 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 三田Ａ 神戸国際附A 県西宮 神戸国際附A

8/20 土 関西学院第4F 9:30 1-66 関西学院A VS 滝川第二A 須磨友が丘 芦屋学園A 須磨友が丘

8/22 月 神戸科技高校G 9:30 1-67 報徳A VS 神戸科技A 三木 神戸国際附A 三木

8/19 金 神戸弘陵学園高校G 9:30 1-68 市尼崎A VS 神戸弘陵B 県西宮 県西宮 エストレラ姫路

8/20 土 西宮浜総合運動公園G 11:15 1-69 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 柳 市西宮A 柳

8/20 土 三田学園高校G 13:00 1-70 三田Ａ VS 長田 伊丹西 滝川第二B 伊丹西

8/27 土 西宮浜総合運動公園G 11:15 1-71 市尼崎A VS 滝川第二A 市西宮A 市西宮A 須磨友が丘

8/27 土 西宮浜総合運動公園G 14:45 1-72 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 報徳A 柳 県西宮 柳

8/27 土 関西学院第4F 9:30 1-73 三田Ａ VS 関西学院A 神戸国際附A 神戸国際附A 伊丹西

8/26 金 姫路球技スポーツセンター 11:15 1-74 長田 VS 神戸科技A 三木 三木 エストレラ姫路

8/26 金 姫路球技スポーツセンター 13:00 1-75 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 神戸弘陵B 滝川第二B 滝川第二B 芦屋学園A

9/3 土 三木高校G 15:45 1-76 報徳A VS 滝川第二A 柳 三木 柳

9/3 土 関西学院第4F 9:30 1-77 市尼崎A VS 関西学院A 伊丹西 エストレラ姫路 伊丹西

9/3 土 神戸科技高校G 9:30 1-78 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 神戸科技A 滝川第二B 滝川第二B 須磨友が丘

9/4 日 三田学園高校G 9:30 1-79 三田Ａ VS 神戸弘陵B 芦屋学園A 神戸国際附A 芦屋学園A

9/3 土 市立西宮高校G 14:45 1-80 長田 VS ｾﾝｱｰﾉ神戸 県西宮 県西宮 市西宮A

9/10 土 滝川第二高校G 9:30 1-81 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B VS 滝川第二A 柳 伊丹西 柳

9/11 日 三田学園高校G 9:30 1-82 三田Ａ VS 市尼崎A 神戸国際附A 神戸国際附A 滝川第二B

9/10 土 姫路球技スポーツセンター 13:00 1-83 長田 VS 報徳A 市西宮A 三木 市西宮A

9/10 土 関西学院第4F 9:30 1-84 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 関西学院A 須磨友が丘 県西宮 須磨友が丘

9/10 土 姫路球技スポーツセンター 11:15 1-85 神戸弘陵B VS 神戸科技A エストレラ姫路 エストレラ姫路 芦屋学園A

9/18 日 三田学園高校G 9:30 1-86 三田Ａ VS 滝川第二A 神戸国際附A 神戸国際附A 須磨友が丘

9/18 日 市立西宮高校G 11:15 1-87 長田 VS ｳﾞｨｯｾﾙ神戸B 伊丹西 伊丹西 市西宮A

9/24 土 三木高校G 15:45 1-88 ｾﾝｱｰﾉ神戸 VS 市尼崎A 県西宮 三木 県西宮

9/17 土 神戸弘陵学園高校G 9:30 1-89 神戸弘陵B VS 報徳A エストレラ姫路 エストレラ姫路 滝川第二B

9/17 土 関西学院第4F 9:30 1-90 神戸科技A VS 関西学院A 柳 柳 芦屋学園A
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