
「戦績（公式戦の主な結果のみ）」 

◎男子 

令和２年２月「ハイスクールジャパンカップ 2020兵庫県予選大会シングルス」 

  中村・・・第３位 

三輪・・・２回戦敗退 

令和２年 1月「近畿高校ソフトテニス選抜インドア大会」 

 「個人戦」 

  中村・三輪・・・３回戦敗退（ベスト 32） 

令和元年 10・11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  中村・三輪・・・ベスト８       ＊第５位（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 1-(2) 加古川東 

令和元年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  中村・三輪・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」  

  2回戦    姫路 (3)-0  姫路西 

  3回戦    姫路 (2)-1  市川 

  準決勝     姫路 1-(2)  網干  ＊第３位（県大会進出） 

令和元年７月「近畿高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 明星〈大阪〉 

  2回戦  姫路 1-(2) 橋本〈和歌山〉 

令和元年 5・6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  3ペアとも 1・2回戦敗退 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (3)-0 鳴尾 

  2回戦  姫路 (2)-0 尼崎稲園  

  3回戦  姫路 (2)-0 相生産業 

  4回戦  姫路 (2)-1 市川 

  準決勝   姫路 0-(2) 市尼崎     ＊第３位（近畿大会出場） 

 平成 31年 4月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  榎本・中島・・・ベスト８（県大会進出） 

  中村・三輪・・・ベスト８（県大会進出） 

  多田・山本・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」  

  2回戦  姫路 (2)-1 姫路工 

  3回戦  姫路   0-(2) 姫路南    ＊ベスト８（県大会進出） 

 平成 30年 10・11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  3ペアとも 1回戦敗退 

 「団体戦」  

  1回戦  姫路 (2)-1  神戸国際附 

  2回戦  姫路 (3)-0  須磨東 



  3回戦  姫路 1-(2)  市尼崎     ＊ベスト 16 

 平成 30年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  中村・中島・・・ベスト 8（県大会進出） 

  山本・多田・・・ベスト 8（県大会進出） 

  榎本・三輪・・・ベスト 24（県大会進出） 

 「団体戦」  

  2回戦    姫路 (3)-0  姫路飾西 

  3回戦    姫路 (3)-0  赤穂 

  準決勝     姫路 1-(2)  相生産 

  ３位決定戦   姫路 0-(2)  龍野    ＊第４位（県大会進出） 

 平成 30年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  3ペアとも 2回戦敗退 

 「団体戦」  

  1回戦  姫路 1-(2) 生野 

 平成 30年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  中村・三輪・・・第 3位（県大会進出） 

  中島・吉田・・・ベスト 12（県大会進出） 

  榎本・多田・・・ベスト 12（県大会進出） 

 「団体戦」  

  1回戦  姫路 (3)-0 赤穂 

  2回戦  姫路 (2)-1 琴丘 

  3回戦  姫路 (2)-0 太子   

  準決勝   姫路   1-(2) 網干  ＊第３位（県大会進出） 

 平成 29年 9月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  榎本・吉田・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」  

  2回戦   姫路 1-(2) 姫路飾西 

 平成 29年 8月「兵庫県民ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  榎本・吉田・・・ベスト 16 

 平成 29年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  北谷・吉田・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」  

  1回戦   姫路 1-(2) 龍野 

 平成 28年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 0-(3) 太子 

 平成 28年 7月「近畿高校ソフトテニス選手権大会」 

 「個人戦」 

  藤原・山下・・・2回戦敗退 

 平成 28年 5・6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 



  藤原・後藤・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 1-(2) 村野工 

 平成 28年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤原・後藤・・・優勝（県大会進出）42年ぶり！ 

  赤江・金川・・・ベスト 8（県大会進出） 

 「団体戦」 

  1回戦     姫路 (3)-0 飾磨 

  2回戦     姫路 1-(2) 網干 

  敗者復活戦  姫路   (2)-0 太子     ＊県大会進出 

平成 27年 10月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 神戸 

  2回戦  姫路 (2)-0 相生 

  3回戦  姫路 0-(2) 神戸科技      ＊ベスト 16 

平成 27年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤原・後藤・・・準優勝（県大会進出） 

  赤江・金川・・・ベスト 8（県大会進出） 

  長井・山下・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦     姫路 1-(2) 琴丘 

  敗者復活戦  姫路 (2)-0 淳心 

  敗者復活戦  姫路   (2)-1 龍野     ＊県大会進出 

平成 27年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 生野 

  2回戦  姫路 1-(2) 播磨南 

平成 27年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤原・井上・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (2)-1 夢前 

  3回戦   姫路 (2)-0 網干 

  準決勝    姫路 0-(2) 姫路商     ＊第 3位（県大会進出） 

平成 26年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 神戸 

  2回戦  姫路 (2)-1 村野工 

  3回戦  姫路 0-(2) 網干      ＊ベスト 16 

平成 26年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  富田・井上・・・ベスト 16（県大会進出） 

  青木・山本・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-1 上郡 



  3回戦  姫路 0-(2) 龍野      ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 26年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  黒田・丸尾・・・ベスト 32 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 0-(3) 明石北 

平成 26年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  黒田・丸尾・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 (2)-1 飾磨 

  2回戦   姫路 (2)-1 龍野 

  準々決勝  姫路 0-(2) 太子       ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 25年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 神戸高塚 

  2回戦  姫路 1-(2) 津名 

平成 25年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  黒田・丸尾・・・ベスト 16（県大会進出） 

  富田・井上・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦    姫路 1-(2) 龍野 

  敗者復活戦  姫路 (2)-1 姫路飾西    ＊県大会進出 

平成 25年 7月「近畿高校ソフトテニス選手権大会」 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 0-(3) 高島（滋賀） 

平成 25年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 洲本実業 

  2回戦    姫路 (2)-0 神戸鈴蘭台 

  3回戦    姫路 (2)-0 柏原  

  4回戦    姫路 1-(2) 姫路商 

  敗者復活戦 姫路 (2)-1 洲本      ＊ベスト 12（近畿大会出場） 

平成 25年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  松岡・長峰・・・ベスト 16（県大会進出） 

  黒田・丸尾・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦    姫路 (3)-0 淳心 

  3回戦    姫路 0-(2) 太子     ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 24年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 柏原 

  2回戦    姫路 (2)-0 村野工 

  3回戦    姫路 0-(2) 姫路商     ＊ベスト 16 

 平成 24年 10月「後期西播ソフトテニス大会」 



 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 淳心 

  2回戦    姫路 (2)-0 網干 

  準々決勝    姫路 0-(2) 姫路商     ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 24年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (3)-0 六甲アイランド 

  2回戦  姫路 0-(3) 姫路商 

平成 24年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦     姫路 (2)-1 龍野北 

  2回戦       姫路 1-(2) 相生 

  敗者復活戦   姫路 (2)-1 姫路飾西   ＊県大会進出 

平成 23年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  釘宮・中川・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (2)-1 姫路東 

  準々決勝  姫路 0-(2) 太子   ＊ベスト 8（県大会進出 

平成 22年 10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  釘宮・中川・・・ベスト 8（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (2)-1 琴丘 

  準々決勝 姫路 0-(2) 姫路工   ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 22年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  釘宮・譽田・・・ベスト 16（県大会進出） 

  加来・西谷・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (2)-1 淳心 

  準々決勝 姫路 0-(2) 太子   ＊ベスト 8（県大会進出） 

  

◎女子 

 令和２年 1月「冬季西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  春木・橋塚・・・第 3位 

令和元年 10・11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  春木・橋塚・・・2回戦敗退 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 三田祥雲館 

  2回戦  姫路 0-(3) 神戸星城 

令和元年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  春木・橋塚・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 



  2回戦    姫路 1-(2) 姫路南 

  敗者復活戦  姫路 (2)-1 赤穂    ＊ベスト 12（県大会進出） 

令和元年 5・6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  2ペアとも 2回戦敗退 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (3)-0 兵庫 

  2回戦  姫路 0-(2) 香寺 

平成 31年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  中川・斎藤・・・・ベスト 16（県大会進出） 

  藤田・藤原・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-0 相生産業 

  3回戦  姫路 0-(2) 姫路商業   ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 31年 1月「冬季西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田・藤原・・・第 3位 

平成 30年 10・11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  松浦・橋塚・・・ベスト 32 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 1-(2) 市西宮 

平成 30年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  松浦・橋塚・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (3)-0 姫路飾西 

  3回戦  姫路 1-(2) 播磨     ＊ベスト 8（県大会進出） 

 平成 30年 5・6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 夢野台 

  2回戦  姫路 1-(2) 加古川東 

 平成 30年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田・浅田・・・ベスト 20（県大会進出） 

  松浦・藤原・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-1 飾磨 

  3回戦  姫路 0-(2) 龍野   ＊ベスト 8（県大会進出） 

 平成 29年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 洲本 

  2回戦  姫路 0-(2) 小野 

 平成 29年 9月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田・浅田・・・ベスト 21（県大会進出） 



 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (3)-0 飾磨 

  3回戦  姫路 0-(2) 太子     ＊ベスト 8（県大会進出） 

 平成 29年 5・6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  田中・田村・・・ベスト 32 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 明石北 

  2回戦  姫路 0-(3) 神戸星城 

 平成 29年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  浅田・髙谷・・・ベスト 8（県大会進出） 

  田中・田村・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (3)-0 夢前 

  3回戦  姫路 0-(2) 龍野北     ＊ベスト 8（県大会進出） 

 平成 28年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 尼崎双星 

  2回戦  姫路 1-(2) 生野 

平成 28年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  田中・田村・・・ベスト 16（県大会進出） 

  梶原・石見・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-1 福崎 

  3回戦  姫路 0-(2) 姫路商     ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 28年 5月「前期西播ソフトテニス大会」  

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 1-(2) 姫路西 

平成 27年 10月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 1-(2) 社 

平成 27年 10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (2)-１ 佐用 

  2回戦    姫路 0-(3) 龍野北 

  敗者復活戦   姫路 (2)‐0 赤穂        ＊県大会進出 

平成 27年 7月「兵庫県民大会 ソフトテニス高校女子の部」 

 「個人戦」 

  三方・岸田・・・ベスト 16 

   ＊兵庫県高等学校ソフトテニスランキング第 10位入賞 

平成 27年 7月「近畿高校ソフトテニス選手権大会」 

 「個人戦」 

  三方・岸田・・・2回戦敗退 

平成 27年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 



  三方・岸田・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 0-(3) 武庫荘総合 

平成 27年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  三方・岸田・・・ベスト 8（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦    姫路 1-(2) 姫路南 

  敗者復活戦   姫路 (2)-1 姫路西      ＊県大会進出 

平成 26年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 1-(2) 市尼崎 

平成 26年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  岸田・本勝・・・ベスト 16（県大会進出） 

  三方・藤原・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦    姫路 (3)-0 姫路飾西 

  3回戦    姫路 1-(2) 龍野     ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 26年 7月「近畿高校ソフトテニス選手権大会」 

 「個人戦」 

  岸田・藤田・・・2回戦敗退 

平成 26年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  岸田・藤田・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (2)-1 香住 

  2回戦  姫路 1-(2) 加古川西 

平成 26年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  岸田・藤田・・・ベスト 12（県大会進出） 

  藤澤・田中・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 姫路南 

  2回戦    姫路 1-(2) 龍野北 

  敗者復活戦  姫路 (2)-0 佐用      ＊県大会進出 

平成 26年 1月「近畿高校ソフトテニス選抜インドア大会」 

 「個人戦」 

  岸田・藤田・・・2回戦敗退（第 2シードに敗れる） 

平成 25年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  岸田・藤田・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦  姫路 (3)-0 北摂三田 

  2回戦  姫路 1-(2) 相生 

平成 25年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 



  岸田・藤田・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 姫路西 

  2回戦    姫路 0-(2) 姫路商業 

  敗者復活戦    姫路  (2)-0 上郡     ＊県大会進出 

平成 25年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田(江)・藤田(美)・・・ベスト 32 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 (3)-0 氷上西 

  2回戦   姫路 (2)-0 龍野 

  3回戦   姫路 1-(2) 東播磨 

平成 25年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田(江)・藤田(美)・・・ベスト 20（県大会進出） 

  笠・田中・・・・・・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦     姫路 (3)-0 姫路飾西 

  準々決勝     姫路 0-(2) 龍野北    ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 25年 1月「近畿高校ソフトテニス選抜インドア大会」 

 「個人戦」 

  藤田(江)・藤田(美)・・・3回戦敗退（ベスト 32） 

平成 24年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  藤田(江)・藤田(美)・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 1-(2) 西脇 

平成 24年 9・10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田(江)・藤田(美)・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦     姫路 (2)-1 龍野 

  準々決勝     姫路  (2)-1 姫路南 

  準決勝    姫路 0-(2) 太子   ＊第 3位（県大会進出） 

平成 24年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会」 

 「団体戦」 

  1回戦     姫路 1-(2) 鳴尾 

平成 24年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  寺前・菊元・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦     姫路 (2)-1 香寺 

  準々決勝     姫路 (2)-1 網干 

  準決勝    姫路 0-(2) 太子    ＊第 3位（県大会進出） 

平成 23年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-1 篠山産業 



  3回戦  姫路 1-(2) 北摂三田    ＊ベスト 16 

平成 23年 10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  寺前・菊元・・・第 3位（県大会進出） 

  廣瀨・福井・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (3)-0 相生産業 

  準々決勝   姫路 (2)‐0 飾磨 

  準決勝    姫路  (2)-0 琴丘 

  決勝     姫路 0-(2) 姫路商業  ＊準優勝（県大会進出） 

平成 23年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会団体戦」 

  1回戦     姫路 (3)-0 尼崎北 

  2回戦     姫路 (2)-1 神戸星城 

  3回戦     姫路 1-(2) 網干 

  近畿決定戦  姫路 1-(2) 播磨南  ＊ベスト 16 

平成 23年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  寺前・菊元・・・ベスト 16（県大会進出） 

  新池・青木・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  1回戦    姫路 (3)-0 上郡 

  2回戦    姫路 (2)-1 飾磨 

  準々決勝  姫路 (2)-1 琴丘 

  準決勝     姫路 0-(2) 太子     ＊第 3位（県大会進出） 

平成 22年 7月「近畿高校ソフトテニス選手権大会団体戦」 

  1回戦  姫路 (3)-0 郡山（奈良） 

  2回戦  姫路 (2)-1 八幡商業（滋賀） 

  3回戦  姫路 1-(2) 須磨学園（兵庫）   ＊ベスト 16 

平成 22年 6月「兵庫県高校総体ソフトテニス大会団体戦」 

  2回戦   姫路 (3)-0 神戸星城 

  3回戦   姫路 (2)-1 洲本実業 

  準々決勝   姫路 1-(2) 啓明     ＊第 5位（近畿大会出場） 

平成 22年 5月「前期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  高原・山内・・・ベスト 12（県大会進出） 

  藤田・八木・・・ベスト 12（県大会進出） 

  荒木・椿・・・・・ベスト 16（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦     姫路 (2)-1 播磨 

  準々決勝   姫路 (2)-1 太子 

  準決勝    姫路 (2)-1 姫路南 

  決勝     姫路 0-(2) 姫路商業  ＊準優勝（県大会進出） 

平成 22年 1月「西播ソフトテニスインドア大会」 

  藤田・八木・・・準優勝 

平成 22年 1月「近畿高校ソフトテニス選抜インドア大会」 

  高原・山内・・・3回戦敗退（第 1シードに敗れる） 

  藤田・八木・・・2回戦敗退（第 2シードに敗れる） 



平成 21年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会」 

 「個人戦」 

  高原・山内・・・ベスト 8（近畿大会出場） 

  藤田・八木・・・ベスト 16（近畿大会出場） 

 「団体戦」 

  1回戦   姫路 (2)-1 北摂三田 

  2回戦   姫路 (2)-1 西脇 

  3回戦   姫路 (2)-0 武庫川大附 

  準々決勝   姫路 0-(2) 須磨学園     ＊第 5位 

平成 21年 10月「後期西播ソフトテニス大会」 

 「個人戦」 

  藤田・八木・・・ベスト 20（県大会進出） 

  高原・山内・・・ベスト 20（県大会進出） 

 「団体戦」 

  2回戦   姫路 (3)-0 姫路飾西 

  準々決勝   姫路 1-(2) 姫路商業   ＊ベスト 8（県大会進出） 

平成 21年 5月「前期西播ソフトテニス大会団体戦」 

  2回戦  姫路 (3)-0 相生産業 

  3回戦  姫路 (2)-0 播磨 

  準決勝   姫路 0-(2) 網干    ＊第 3位（県大会進出） 

平成 21年 5月「前期西播ソフトテニス大会個人戦」 

  高原・片岡・・・ベスト 8 

  高木・岸田・・・ベスト 16 

  北川・山本・・・ベスト 16 

  藤田・八木・・・ベスト 16 

  浅野・橋本・・・ベスト 20       ＊5ペア県大会進出 

平成 20年 11月「兵庫県高校ソフトテニス新人大会団体戦」 

  2回戦   姫路 (3)-0 武庫川 

  3回戦   姫路 (2)-0 夢野台 

  準々決勝   姫路 0-(2) 須磨学園    ＊第 5位 

平成 20年 10月「後期西播ソフトテニス大会団体戦」 

  2回戦  姫路 (2)-1 姫路東 

  3回戦  姫路 (2)-0 飾磨 

  4回戦  姫路 0‐(2) 姫路商業     ＊第 3位（県大会進出） 

平成 20年 9月「後期西播ソフトテニス大会個人戦」 

  高木・岸田・・・ベスト 16 

  北川・山本・・・ベスト 16 

  藤田・八木・・・ベスト 16       ＊3ペア県大会進出 

☆平成 20年 6月「県高校総体ソフトテニス大会」 

  女子：個人戦（上田・前田ペア）・・・ベスト 8  ＊近畿大会・全国大会出場 
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