
Ａリーグ 神国附 明石清水 川西緑台 *** 予選通過 Ｂリーグ 尼崎小田 北須磨 市立神港 宝塚北 予選通過
神国附 ○３０－４ ○３４－５ ○ 尼崎小田 ×４－１９ ×２－１９ ×１０－１１

明石清水 △１３－１３ 北須磨 ○１５－８ ○１８－８ ○
川西緑台 市立神港 ○１７－３

*** 宝塚北

Ｃリーグ 長田 川西北陵 西宮東 村野工業 予選通過 Ｄリーグ 東播工業 県伊丹 市西宮 舞子 予選通過
長田 ○２０－８ ○３３－７ ○２３－９ ○ 東播工業 ×１１－１９ ○１４－１１ ○１８－８

川西北陵 ○１４－９ ×１４－１６ 県伊丹 ○１７－１２ ○２８－４ ○
西宮東 ×１７－２３ 市西宮 ○２２－６

村野工業 舞子

Ｅリーグ 西宮南 明石北 明石西 県尼崎 予選通過 Ｆリーグ 東播磨 神戸科学技術 神港学園 宝塚西 予選通過
西宮南 ○１２－１０ ○１９－５ ○２２－６ ○ 東播磨 ○１２－１１ ×５－２１ ○１４－３
明石北 ○１４－１１ ○２４－８ 神戸科学技術 ×１０－２０ ○２１－２
明石西 ○１３－９ 神港学園 ○２１－０ ○
県尼崎 宝塚西

Ｇリーグ 三田学園 六甲アイランド 明石高専 須磨 予選通過 Ｈリーグ 兵庫工業 柏原 神戸北 伊丹北 予選通過
三田学園 ×８－１５ ×５－２０ ○１６－６ 兵庫工業 ○２２－５ ○１１－３ ○２２－５ ○

六甲アイランド ○１２－８ ○１６－６ ○ 柏原 △９－９ ○２０－６
明石高専 △１１－１１ 神戸北 ○２２－３
須磨 伊丹北

Ｉリーグ 加古川北 明石南 甲陽学院 伊川谷 予選通過 Ｊリーグ 高砂南 川西明峰 神戸商業 *** 予選通過
加古川北 ×１５－２１ ×８－２２ △１３－１３ 高砂南 ○３１－１０ ○３３－５ ○
明石南 ×１１－１４ ○１９－１１ 川西明峰 ×８－９

甲陽学院 ○１２－５ ○ 神戸商業
伊川谷 ***

＜１回戦＞ ＜準決勝＞

長田 １９－５ 北須磨 神戸国際大学付属 ２１－１０ 西宮南
兵庫工業 １７－８ 甲陽学院 高砂南 １４－１０ 神港学園

＜２回戦＞ ＜決勝＞
神戸国際大学付属 １９－１２ 長田 高砂南 ２４－１０ 神戸国際大学付属

西宮南 ２０－１２ 県伊丹
神港学園 １７－７ 六甲アイランド

高砂南 ２３－８ 兵庫工業

平成２０年度兵庫県民大会　男子の部　予選リーグ

決勝トーナメント

　8月9日（土）～12日（火）　　垂水健康公園



あリーグ 神戸星城 明石清水 川西緑台 *** 予選通過 いリーグ 園田学園 高砂南 須磨東 県西宮 予選通過
神戸星城 ○２７－４ ○２７－２ ○ 園田学園 ○１５－１４ ○１７－６ ○１６－３ ○
明石清水 ×８－１４ 高砂南 ○１０－８ ○２１－８
川西緑台 須磨東 ○１３－５

*** 県西宮

うリーグ 明石北 神戸北 尼崎小田 兵庫商業 予選通過 えリーグ 武庫川女子大学付属 柏原 須磨 宝塚北 予選通過
明石北 ×９－１０ ○２１－２ ○２２－５ 武庫川女子大学付属 ○３０－３ ○２５－１ ○３６－０ ○
神戸北 ○１２－３ ○１１－７ ○ 柏原 △８－８ ○１３－５
尼崎小田 ×５－１１ 須磨 ○１１－４
兵庫商業 宝塚北

おリーグ 親和女子 県伊丹 伊丹北 神港・六甲アイランド 予選通過 かリーグ 鳴尾 兵庫工業 神戸科学技術 県尼崎 予選通過
親和女子 ○１９－５ ○２８－１ ○２６－３ ○ 鳴尾 ○１７－１ ○９－２ ○１５－３ ○
県伊丹 ○１３－０ ○９－３ 兵庫工業 ×３－１０ ×６－１２
伊丹北 ○５－１ 神戸科学技術 △６－６

神港・六甲アイランド 県尼崎

きリーグ 葺合 川西北陵 宝塚西 神戸商業 予選通過 くリーグ 市西宮 加古川北 北須磨 ＊＊＊ 予選通過
葺合 ○２２－５ ○１７－３ ○１０－３ ○ 市西宮 ○１７－８ ○９－３ ○

川西北陵 ○１４－３ ×７－１０ 加古川北 ×６－１４
宝塚西 ×４－１８ 北須磨
神戸商業 ＊＊＊

＜準々決勝＞

神戸星城 ２１－１ 園田学園
武庫川女子大学付属 １６－４ 神戸北

鳴尾 １２－１１ 親和女子
市西宮 １６－８ 葺合

＜準決勝＞
武庫川女子大学付属 １４－１１ 神戸星城
市西宮 １０－７ 鳴尾

＜決勝＞
武庫川女子大学付属 １２－１０ 市西宮

平成２０年度兵庫県民大会 女子の部 予選リーグ

決勝トーナメント



A1 神戸国際大学付属 東播磨 F1
A2 明石清水 神戸科学技術 F2
A3 川西緑台 神港学園 F3
A4 宝塚西 F4

B1 尼崎小田 三田学園 G1
B2 北須磨 六甲アイランド G2
B3 市立神港 明石高専 G3
B4 宝塚北 須磨 G4

C1 長田 兵庫工業 H1
C2 川西北陵 柏原 H2
C3 西宮東 神戸北 H3
C4 村野工業 伊丹北 H4

D1 東播工業 加古川北 I1
D2 県伊丹 明石南 I2
D3 市西宮 甲陽学院 I3
D4 舞子 伊川谷 I4

E1 西宮南 高砂南 J1
E2 明石北 川西明峰 J2
E3 明石西 神戸商業 J3
E4 県尼崎 J4

第３位

高砂南
神戸国際大学付属

神港学園
西宮南

平成２０年度兵庫県民大会（男子の部）

第１位
第２位
第３位

高砂南



あ１ 神戸星城 親和女子 お１
あ２ 明石清水 県伊丹 お２
あ３ 川西緑台 伊丹北 お３
あ４ 神港・六甲アイランド お４

い１ 園田学園 鳴尾 か１
い２ 高砂南 兵庫工業 か２
い３ 須磨東 神戸科学技術 か３
い４ 県西宮 県尼崎 か４

う１ 明石北 葺合 き１
う２ 神戸北 川西北陵 き２
う３ 尼崎小田 宝塚西 き３
う４ 兵庫商業 神戸商業 き４

え１ 武庫川女子大学付属 市西宮 く１
え２ 柏原 加古川北 く２
え３ 須磨 北須磨 く３
え４ 宝塚北 く４

第１位
第２位
第３位

武庫川女子大学付属

平成２０年度兵庫県民大会（女子の部）

第３位

武庫川女子大学付属
市西宮
神戸星城

鳴尾


	男子結果
	女子結果
	男子勝ち上がり表
	女子勝ち上がり表

