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阿倍野Ａ 吉村直也 荻本貴大 織田優希 井﨑智也

阿倍野Ｂ 戸田恒輝 本庄智貴 藤野裕也 谷本健輔

阿倍野Ｃ 吉川憲成 田中祥 大山拓海 木本直樹

生野Ａ 稗島幸佑 和仁秀輔 平井彰馬 大樋祐大 谷山耕平

生野Ｂ 岡本悠 藤本直樹 岡田滉平 北浦靖朋

生野Ｃ 岩井駿平 大澤和史 蓮台祐希 大橋智晴

和泉Ａ 佃　知樹 岩端峻輝 永橋義之 山口隼平

和泉Ｂ 安村亮祐 竹田和真 池野直樹 木谷和之

和泉Ｃ 森下和哉 徳谷勇人 池邊太智 渡邊敢太

和泉Ｄ 久保頼智 音無将大 杉浦優希 大谷諒 森佑平 高野哲郎

泉大津Ａ 吉木康馬 西田優也 神山武大 濵克也 本嶋秀明

泉大津Ｂ 田中聖人 松本大輝 村上晃朗 原健太 田上将也

泉大津Ｃ 宮岡優二 吉永和恭 藤林泰悟 川崎陽一 高尾匠海

泉大津Ｄ 白倉優一 前田将良 高橋匠 和田嵩平 三浦一馬

泉鳥取Ａ 堀内洋樹 武　勇矢 岡野哲也 長谷川諒 黒田勇哉

上宮太子Ａ 鈴木翔一朗 井野本京介 中森太朗 巽直己

上宮太子Ｂ 右衛門佐直朋 氏原隆希 遠藤翼 石原賢季

上宮太子Ｃ 日下部勇樹 竹口裕也 西口椋介 東野晃大

上宮太子Ｄ 中野貴斗 田中優哉 坂東佑樹 朝日翼

鳳Ａ 坂田 神谷考斗 山口哲也 杉山

鳳Ｂ 山本真誠 東又 輪嶋純樹 井上朝日

鳳Ｃ 森　遼也 谷　善仁 大野彰太 岡部哲太

鳳Ｄ 橋本 内山 西　勇樹 明石圭佑

金岡Ａ 中本圭佑 木村優太 八木剛 早稲田裕也

金岡Ｂ 安岡昇哉 小松弘明 坂野心 大岡央稜

金岡Ｃ 入山桂一 原脩登 桑村卓実 大西功祐

賢明Ａ 山本祥太 上田諭 紀平聡太 小村嘉輝

賢明Ｂ 辻川健太 盛田貴行 藤村一輝 吉田友希

賢明Ｃ 坂口凉 村上良太郎 中原大揮 櫻井太朗

金剛Ａ 杉本航平 矢野和哉 池北将真 長岡秦一郎

金剛Ｂ 青野龍一 竹嶋大樹 池田裕樹 脇雄貴

金剛Ｃ 岡田拓也 髙松泰地 髙松祐太 林勇輝

堺市立堺Ａ 大籏脩斗 東山匡 田中孝典 客野健也

堺市立堺Ｂ 中翔太 池田庸佑 桑田毅 中村圭吾

堺市立堺Ｃ 井阪皓生 吉村翔希 柿原謙備 龍見駿

堺市立堺Ｄ 阪井翔太 佐々木雅哉 笹原良聡 小豆達弥

堺西Ａ 宮崎優 唐住航平 福留啓太 船倉直人

堺西Ｂ 重井優成 佐藤穂高 盛田和裕 森井一輝

堺東Ａ 野村駿介 田村一真 高橋伸治 伊藤燿平

堺東Ｂ 畝森真潮 山中大介 守護裕亮 秋吉将太 梅原

堺東Ｃ 神田大輝 端山浩輝 栗脇豊 西田速人

狭山Ａ 山下和磨 吉村啓暉 小物拓真 伊藤儒生 川田卓弥

狭山Ｂ 松下　慧 三木雅喜 清水裕太 植村直之 土山隼一 八家勇登

狭山Ｃ 松永直樹 岡本壮平 吉本圭一 藤井琢也 植田晃平 丸山優章

堺工科Ａ 加藤聡一郎 藤井龍熙 水口海斗 増井斗夢 中村敦史
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精華Ａ 橋本和也 森本勇一 上野正士 竹中秀行

精華Ｂ 伊東賢吾 加藤俊明 西川昂宏 正木隼斗

精華Ｃ 森田圭祐 大谷訓生 清井義喬 中島悠介

星光学院Ａ 金岡慎也 下茂賢史朗 橋本健太 福角治

星光学院Ｂ 田口暁久 栗原光 木岡良介 辰巳卓也

星光学院Ｃ 荻野正親 天白衛 黄勇輝 仁木裕太

星光学院Ｄ 森一明 元良大斗 太田啓介 藤原涼

清風南海Ａ 樋口和宏 辰巳和也 芳鐘順也 久林直斗

清風南海Ｂ 寺田健人 正木健太 大西崇晴 佐藤亮太

清風南海Ｃ 田中雄大 大島拓朗 松尾優介 大田康裕

清明学院Ａ 辻　翔吾 奥田一矢 北山太章 松岡茂生 古城和樹 高島春太

泉北Ａ 佐藤昂 清家雄也 藤原大耶 池田知弘

泉北Ｂ 藤原大輔 松尾尚樹 高木啓太郎 村上優斗

泉北Ｃ 縄田幸太 片山崇大 山岸幹 三井柾輝

泉北Ｄ 米田航平 山上直哉 山田和輝 田守恭久

泉陽Ａ 北出皓圭 元谷達矢 田熊大幹 島川翔輝 西崎祐一

泉陽Ｂ 小山達寿 田中秀成 大村浩貴 森脇祐輔 北陽宏和

泉陽Ｃ 中島悠太 永井崇大 鍋倉大樹 外園亮太 佐野大智

泉陽Ｄ 後藤大介 牧山雄祐 星規晶 園田雄河 藤原眞幸

体大浪商Ａ 出来太地 梅田玲央 角田侑大 岩本崇秀

体大浪商Ｂ 中塩路慶人 福本匠 中出裕志 高山圭人

体大浪商Ｃ 木村太一 藤田健児 中筋由季也 山村健太

高石Ａ 櫻井直希 山出光将 芝野 西山蓮 河本 野口

高石Ｂ 村尾　樹 赤坂祐輔 濱口 野口 島田 柿花

高石Ｃ 瀬戸良崇 西山 片岡 古川 南

帝塚山Ａ 中村龍郎 岩本真太郎 荒巻大悦 石原寿真 角野太郎 大田昂平

帝塚山Ｂ 本多颯太郎 北野修也 北村勇介 上田基稀 中谷祐太 久保拓也

帝塚山Ｃ 中島宇将 須藤浩介 中板亮太 中井理人 依田凛太郎 中村利功

天王寺Ａ 吉村海斗 日辛夏輝 出向井拓実 松村　亮

天王寺Ｂ 塚本貴大 井上勢矢 松岡祐太 前田隆宏

登美丘Ａ 山原一輝 中尾　純 川野智志 川崎健太郎 今堀秀隆

長野Ａ 大谷勇斗 新田連 京谷健太郎 梅本康平

長野Ｂ 檜森直哉 岩井稔樹 山本幹也 橋本勇希

浪速Ａ 中島大旗 一ノ本達也 山野正貴 森井勇真 有馬育海

浪速Ｂ 蓬田一輝 大橋正希 永澤裕樹 尾上侑希 梶井亮介 八尾拓也

浪速Ｃ 前田直人 竹内貴大 松野大輝 伊藤啓丞 亀井康平 田津原優

伯太Ａ 下内 三瀬 尾形 三田村 竹内 吉本

八尾Ａ 松田直也 福永直也 岡村一志 舟岡大智

八尾Ｂ 清原大雅 澤田貴志 後藤佑太朗 渡邊涼太

八尾Ｃ 樋上健哉 坂田昌則 左海航輝 美濃孝太 田中仁貴

八尾Ｄ 烏尾　翼 池田　翔 今中優斗 谷口寛和 村井圭輝

八尾翠翔Ａ 阪井誠弥 和泉達也 内海慶慈 衣笠雄飛 飛田順次

八尾翠翔Ｂ 長田雅史 大庭　朋 宇佐美大樹 下玉利拓真

八尾翠翔Ｃ 保坂英生 北田雅章 河部真司 松池和也

山本Ａ 森彼方 八百田真人 岡村翔輝 水本俊

山本Ｂ 向井知大 村上力 山本剛士 芝原昇汰朗

山本Ｃ 長岡昂暉 田中優弥 佐藤大誠 鎌田一歩 水上雄太

山本Ｄ 野上大地 山下佑人 藤本佑一 石坪侑也 大隅貴弘
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