
男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級 男子Ｄ級 女子Ａ級 女子Ｂ級 女子Ｃ級

三宝伸銅Ａ リクルート レナウンルック

武田薬品Ａ 大日本製薬 関西電力

三宝伸銅Ｂ スーパーストロング 日本生命

さくら銀行 大阪ガス 旭化成工業

三宝伸銅Ａ タイホー工業 近畿車輛 三洋電機 武田薬品Ａ

松下電子工業 住金物産 武田薬品工業 大日本製薬 大和ハウス工業

三宝伸銅Ｂ 村田製作所 関西熱化学 大阪ガスＡ 日本生命

武田薬品工業 ダイソー 神大教職員TA 大阪府庁 三洋電機

武田薬品工業 大阪府庁 シャープ レナウン シャープ

松下電子工業 レナウンルック 神戸製鋼Ａ リクルート 藤沢薬品工業

リクルート 関西電力Ⅱ グンゼ 大日本製薬 三菱電機伊丹Ａ

大林組 大阪ガス リコーＡ 日本生命 関西テック

ワールド 神戸製鋼Ａ ミノルタ伊丹 シャープＡ シャープＢ

大阪府庁 シャープ 三菱電機神戸Ａ 日本生命 三菱電機神戸

大阪ガスＡ 尼崎市役所 利昌工業 三洋電機 ミズノＡ

リクルート 関西熱化学Ａ 関西電力Ｄ 藤沢薬品 尼崎市役所

ワールド 尼崎市役所 三菱化学 シャープＡ ダイキン

大阪府庁 藤沢薬品 富士ゼロックス シャープＢ 積水化学

大阪ガスＡ 阪急電鉄Ｂ 帝人 大日本製薬 グンゼ

関西電力Ａ きんでん神戸 三洋電機Ａ 関西テック きんでん

松下電子工業 さくら銀行Ｂ 関西電力Ｃ 古河電気工業 大日本製薬 日本生命Ａ 大阪リコー

大阪ガスＡ 関西電力Ⅰ 富士通テン 大阪リコーＡ 三菱電機神戸 大和ハウス工業 帝人

関西電力Ⅱ 大和ﾊｳｽ工業Ｂ 尼崎市役所 ミズノ

日本ＨＰ・Ａ

大阪府庁Ａ 関西テック ダイハツ工業 住友生命 大阪府庁 富士ゼロックス オリックス

松下電子工業 三洋電機大阪 グンゼＡ 三菱重工神戸Ａ 大和ハウス工業 大阪ガス 三菱重工神戸Ａ

大阪ガス 関西電力Ｃ 近畿車輛Ａ 三菱重工神戸Ｂ 三菱電機神戸 三菱重工神戸Ｂ

関西電力 古河電工関西 レナウンルックＢ 日本触媒

大阪リコー 関西電力Ⅲ Ｐ＆Ｇ 住友金属 シャープ Ｐ＆Ｇ 神大教職員

安田火災海上 シャープＡ 住友生命 ノーリツＢ 三菱電機神戸 きんでん リコー

松下高槻 神戸製鋼Ｂ グンゼ

大阪ガスＡ 住友生命 富士ゼロックス 日本触媒姫路 三菱電機神戸Ａ 神大教職員 大日本製薬

松下高槻 フジテック 日本生命 関西熱化学 シャープＡ 三菱重工神戸Ａ 島津製作所

大阪リコーＡ 大阪ガスＢ 大阪府庁 大阪ガスＣ 住友精密工業

三菱重工神戸Ａ オリックス 任天堂 ミズノ

大阪リコー Ｐ＆Ｇ 大阪ガス ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ シャープＡ 三菱電機伊丹Ａ ダイハツ工業

東京三菱銀行関西 関西電力Ｂ ﾕｱｻｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ルック 大和ハウス工業 日本生命 ｶﾅﾃﾞﾝ関西支社

フジテック 神戸製鋼所 東洋ゴム工業 阪急百貨店 神大教職員ＴＡ 神大教職員Ｔ 島津製作所B

シャープ 原子燃料工業Ａ ナブコ シャープＢ 島津製作所

Ｐ＆Ｇ・Ａ 富士ゼロックス 毎日放送 日本生命 三菱電機・神戸 ダイキン工業

松下高槻Ａ ダイハツ工業 大阪府庁 三菱電機伊丹 神大教職員Ｂ 三菱電機伊丹Ｂ

神大教職員Ａ 尼崎信金Ａ 栗本鐵工所Ｂ 大和ハウス Ｐ＆Ｇ・Ａ

大阪ガス 日本生命 尼崎市役所

松下電器産業 フジテック 住友電気工業

神戸製鋼所 ダイハツ工業 三菱電伊丹

関西電力Ｂ 尼崎信金Ａ 造幣局Ａ

松下高槻Ａ シャープＢ 松下電工

大阪ガス ｼﾞｰｴｽ・ﾕｱｻ 造幣局Ｃ

ダイハツ工業

第17回

Ｐ＆Ｇ

ダイキン工業

神大教職員Ｔ

第15回

第16回

Ｐ＆Ｇ

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第 8 回

第 9 回

第 6 回

第 7 回

第 5 回

大日本製薬

三洋電機洲本

リクルート

関西電力Ａ



男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級 女子Ａ級 女子Ｂ級

日本生命保険 三菱電機伊丹Ａ 損保ジャパン 三菱電機伊丹Ａ 大日本住友製薬

大阪ガス ノーリツ グンゼ　Ａ Ｐ＆Ｇ　Ａ ダイハツ工業

富士通テンECLIPSE フジテック 大日本住友製薬 ダイキン工業

三井住友銀行 ダイハツ工業Ａ ダイキン工業淀川 リコー関西 三菱電機神戸

リコー関西 大日本住友製薬 武田薬品工業Ａ 三菱電機伊丹Ａ Ｐ＆Ｇ　Ｂ

三菱電機伊丹Ａ 日本生命Ａ 三菱電機伊丹Ｃ ダイキン工業 尼崎市役所

造 幣 局 東洋ゴム工業 神戸大学 Ｐ＆Ｇ　Ａ 住友金属工業

リコー関西Ａ 尼崎信用金庫Ａ ダイハツ工業Ｂ ウインザー関西 関西熱化学

三菱重工神戸Ａ 尼崎市役所 大阪ガスＢ シャープ関西 京セラミタ

大阪府庁 損害保険ジャパン 住友精密Ａ 尼崎市役所 神戸製鋼所

造幣局 ダイキン工業淀川 関西熱化学尼崎

リコージャパン 神戸製鋼所Ｂ ｼﾞｰｴｽ・ﾕｱｻＢ ウインザー関西 三菱重工神戸Ａ

ダイハツ工業Ａ 日本生命 武田薬品工業Ｂ 関西熱化学 Ｐ＆Ｇ

日本郵政近畿 フジテック ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 三菱電機伊丹 神戸大学教職員

三菱電機神戸Ａ ダイハツ工業Ｂ 大阪ガスＣ 神戸製鋼所 住友金属工業

リコージャパン 兵庫県警察 ＪＲ西日本 三菱電機伊丹 神戸大学教職員

尼崎市役所 ダイキン工業 神戸製鋼所Ｃ 三菱電機神戸Ａ 大阪ガス

ダイハツ工業Ａ 富士通Ａ 松原市役所 大日本住友製薬 ダイハツ工業

住友電気工業 パナソニック電工Ａ 堺市役所 関西熱化学 住友金属工業

リコージャパンＡ ＪＲ西日本Ａ ＥＸＥＤＹ 三菱電機神戸Ａ 三菱電機伊丹Ｂ

神戸製鋼Ａ 神戸製鋼Ｂ シスメックスＡ 三菱電機伊丹Ａ ダイハツ工業

ダイハツ工業Ａ 大阪ガスＢ 関西電力Ｂ 大日本住友製薬Ａ アステラス製薬

大阪ガスＡ ミズノＡ シャープ葛城Ａ 三菱重工神戸Ａ

日本郵政グループ近畿 日本生命 エム・システム技研 三菱電機伊丹Ａ 新日鐵住金

神戸製鋼所Ａ ＥＸＥＤＹ 三菱電機三田 大阪ガス 三菱重工神戸Ｂ

ダイハツ工業Ａ 関西電力Ｅ 武田薬品工業 三菱重工神戸Ａ ＮＩＳＳＨＡ

パナソニック高槻Ａ 住友精密Ａ テクネス 三井住友海上火災保険 日本生命

①ＧＳユアサＢ

日本郵政グループ近畿 エム・システム技研 ルネサス三菱Ａ シャープ 日本生命

住友ゴム工業Ａ テクネス 小野薬品 三菱東京ＵＦＪ銀行 ＮＴＴドコモ

関西電力Ｅ 三菱電機京都Ａ ＮＴＣＡ 三菱電機伊丹Ａ 富士通テン

ＪＲ西日本 三菱重工高砂 ②三菱東京ＵＦＪ関西 三菱電機伊丹Ｂ シスメックス

ＮＧＴＣ

長谷工

コマツ

①島津製作所

エム・システム技研 長谷工 パナソニック高槻Ｂ 三菱東京ＵＦＪ銀行 シスメックス

ダイハツ工業Ａ ＧＳユアサＡ 住友電工Ｃ ＮＴＴドコモ 富士通テン

住友ゴムＡ 大日本住友製薬Ａ 帝人フロンティア 三菱電機伊丹Ａ ミズノ

住友電気工業Ａ 三井住友海上火災 ②住友ゴムＢ 神戸大学教職員テニス部 大阪ガス

コニカミノルタ

尼崎信用金庫Ａ

グンゼ

第23回

第24回

第25回

第26回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回



男子Ａ級 男子Ｂ級 男子Ｃ級 女子Ａ級 女子Ｂ級

①グローリー

住友ゴムＡ 奈良県庁 ＳＣＲＥＥＮテニス部 三菱電機伊丹Ａ 三井住友海上

ＧＳユアサＡ 三菱電機伊丹Ａ 関西電力Ｍ シスメックス ダイハツ工業

エム・システム技研 日本生命 武田製薬Ａ ＮＴＴドコモ関西 三菱電機伊丹Ｂ

尼崎市役所Ａ ＥＸＥＤＹ ②村田製作所 ミズノ 三菱重工神戸

ダイハツ工業Ｂ

三菱重工神戸Ｂ

ＱＯＴＣ

①デンソーテンＡ

住友ゴムＡ 三菱電機京都Ａ 奈良市役所 富士通テン パナソニックＥＳ社

ＧＳユアサＡ ＳＣＲＥＥＮテニス部 パナソニックＥＳ社Ｂ 三菱電機関西Ａ 大阪ガスＡ

ダイハツ工業Ａ 島津製作所Ａ 島津製作所Ｂ 三菱電機伊丹Ｂ 大阪府庁

尼崎市役所Ａ グローリー ②関西電力Ｃ ＮＴＴドコモ関西 大阪ガスＢ

住友電気工業Ｃ

ＮＩＳＳＨＡ

住友電気工業ＳＢ

①京セラＴＣ

住友ゴムＡ 奈良県庁 フジテック 三菱電機関西Ａ 神戸大学教職員

ダイハツ工業Ａ 三菱重工高砂 ＳＫＳ デンソーテン 三菱重工神戸

三菱電機神戸Ａ 造幣局Ａ グローリーＢ 大阪府庁 ミズノ

三井住友海上火災保険 住友ゴムＢ ②京都市役所 パナソニックＥＳ社 ＮＩＳＳＨＡ

ユニチカＡ

ＫＤＣ－ＴＣ

日本総研Ａ

①クボタ

三井住友海上火災保険 シャープＡ 日新電機 大阪府庁 大阪ガスＢ

住友ゴムＡ ＱＯＴＣ 大阪ガスＢ デンソーテン ＮＩＳＳＨＡ

エム・システム技研 パナソニックＬＳ社Ａ パナソニック洲本 三菱電機関西Ａ 三菱電機神戸Ａ

三菱電機神戸Ａ 村田製作所 ②川重明石 パナソニックＥＳ社 ミズノ

ムラタファミリー

㈱大日電子

神戸製鋼所Ａ

第27回

第28回

第29回

第30回


