
学校名

阿倍野Ａ 古河　大和 久保　智明 大山　潤 末釜　碧斗

阿倍野Ｂ 細美　雄暉 大山　拓海 石橋　勇希 徳丸　駿

阿倍野Ｃ 湊　浩志 田中　翔 河野　一輝 泉　皓太 西村　優志

阿倍野Ｄ 織田　颯太 市野　果音 吉賀　友春 宮澤　一馬

生野Ａ 守岡大輔 稗島幸佑 藤井宏次 小島一生

生野Ｂ 西田悠一郎 油田　蛍 畠山健太 松村　奨

生野Ｃ 大谷陸人 野尻智輝 田中秀人 吉田泰隆

生野Ｄ 樅山　巧 三木雄太　 辻　爽汰 山上雄大

和泉総合Ａ 中島　静耶 松尾　昌宗 小林　優也 中谷　優斗 大杉　刀隆

泉大津Ａ 楠本尚輝 谷口功祐 田中亮介 和田嵩平 井上修平 竹内智哉

泉大津Ｂ 志村大輝 那須亮太郎 奥野拓馬 野崎海斗 松本颯太 池本賢史

上宮太子Ａ 金森　一真 寺澤　柾治 池田　卓磨 竹村　佑人

上宮太子Ｂ 岩下　唯輝弥 中村　彰太 山田　紘一 今田　玲弥

上宮太子Ｃ 峯　　隆一 松井　裕助 土井　滉太 加藤　　良

上宮太子Ｄ 乾　竜之助 山中　啓太 巻野　　楓 里井　亮太 瓜谷　圭悟

大塚Ａ 瀧川征太郎 北林光希 森貞　翔 澤田真也

大塚Ｂ 尾崎愛輝 金丸広樹 大越章裕 眞崎良平

大塚Ｃ 藤原祥太 東部優大 吉村健伸 明石智裕

大塚Ｄ 高林祐成 楠尾遼太郎 辻川統矢 山口海成

鳳Ａ 中西　誠人 吉村　暁人 浅井　崚佑 松田　啓汰

鳳Ｂ 大貫　結城 北野　淳志 伊良波　頼 森田　翼

鳳Ｃ 玉本　裕持 石崎　峻 平野　直矢 藤本　恵太

鳳Ｄ 上野　航 岡田　慎也 宇民　翔 塩瀬　将大 樋口　翔太 石西　翼

金岡Ａ 早稲田裕也 志水友貴 梅田智也 泉谷悠斗

金岡Ｂ 竹内　光 高橋和也 織田　陸 築山昴人 松元直樹

金岡Ｃ 澤田俊介 藤村尚樹 森貞　翼 中本　陸 竹内悠真

金岡Ｄ 重松雅人 山中達樹 中井義貴 中村哲之

河南Ａ 藤澤　純矢 井川　涼雅 小川　雅志 坂下　雄哉

河南Ｂ 阪口　朋輝 梅本　祐生 首藤　瑞樹 谷口　匠海

教育C付属Ａ 新村　和輝 足立　迅飛 富本　裕貴 竹内　悠

教育C付属Ｂ 藤田　剛成 谷口　柾義 鵜飼　晃 佐々木　琢弥 戸崎　龍 吉本　啓太

賢明学院Ａ 吉田友希 谷村明裕 岸　佳孝 山口淳志 岡部鷹矢

賢明学院Ｂ 高内大貴 山野瑛大 高智英世 小谷悠翼

金剛Ａ 広尾　大地 植村　祐輔 上永吉　康貴 上田　将司 澤野　命 源　浩司

久米田Ａ 西浦陽太 中出勇太 三宅弘起 森達平
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堺市立堺Ａ 阪井翔太 笹原良聡 龍見　駿 吉村翔希

堺市立堺Ｂ 小池海人 井阪皓生 小豆達弥 佐々木雅哉

堺市立堺Ｃ 川脇巧登 高橋滉平 上江洲尚幸 藤平　萌

堺工科Ａ 中村起也 西本隆博 平松拓士 友好亮太 宮崎晃一 重武勇誠

堺西Ａ 金山誠 洲戸洸仁 長岡弘晋 山ノ川和貴

堺西Ｂ 大田知央 池田朋也 中丸萌人 東一輝

堺東Ａ 山原　翔馬 徳永　拓海 島地　陽登 木村　隼鷹

堺東Ｂ 中野　克哉 中村　晃祐 鈴木　航大 緒方　海斗

堺東Ｃ 上松　正季 本常　敦士 肥田野　海斗 小川　哲平

狭山Ａ 川田　直弥 植村　直之 油田　充弘 山本　航大 田井　雅也林　総一郎

狭山Ｂ 吉本圭一 藤井琢也 榎　理玖 上木　賢 平尾岳暉 田中歩輝

狭山Ｃ 岡部　鮎尚 椿本真大 山上　知哉 天野　駿

狭山Ｄ 酒井　紘輝 長谷川凛太郎 小物航平 浅野　佑弥 藪田　雅也

信太Ａ 國久喜貴 小松拓海 浜田祥太 藪野

清水谷Ａ 橋本　大虎 池田　篤史 尾崎　航平 宇田　直人

精華Ａシャジャリ　ルーイン原　　海渡 伊藤　大騎 杉元　祐太 藤井　弥来加藤　隼輔

精華Ｂ 朝野　貴光 赤星　大志 大澤　慧 大迫　一樹 大宮　優輝塩見　慎也

星光学院Ａ 上田 宙紀 笠井 一成 尾崎 公亮 中山 智嗣 松井 拓真

星光学院Ｂ 亀井 健司 田邉 将 森本 享憲 田中 智章 山入 亮

星光学院Ｃ 秋山 開 戸川 雄貴 山川 拓真 舩木 七星斗 宮川 修哉

成美Ａ 亀石永遠 廣瀬名々星 高松広信 貴田翔希 楠木洋太

成美Ｂ 勝田翔太 池田太一 中川雄輔 谷山壱星 武田浩介 山根和真

清教学園Ａ 曲尾　優汰 増井　健伍 浅井　弥 山分　紀幸 大宅　一郎

清教学園Ｂ 盛谷　朋希 細川　開央 松野　琳 赤阪　航 平田　峻作

清教学園Ｃ 吉田　勝大 德岡　卓 芝野　真生 西野 宏希 西坂　太

清風南海Ａ 杉島　孝二郎金銅　瑛祐 都倉　稔功 田中　豪

清風南海Ｂ 杉永　敦大 北村　友 実藤　亮太 小林　優心

清風南海Ｃ 西田　佳史 島　浩暢 荒堀　真利 西村　颯馬

清明学院Ａ 釜中 譲一 猪股 勇那 福井 湧登 生見 蛍太朗

清明学院Ｂ 岡本 泰知 石畑 裕介 和田 尚之 韓 勝浩

泉北Ａ 太田 吉則 玖珂 雄介 浅田 怜士 青木 航

泉北Ｂ 藤岡 晃輔 渡壁 拓海 中井 謙太郎 吉岡 駿

泉北Ｃ 住田 圭 竹綱 悠真 田中 大地 川畑 宏空

泉陽Ａ 若井篤志 有吉遼祐 西口泰生 南山将吾

泉陽Ｂ 岩井田修平 木村　奏 近藤晃正 山田航大

泉陽Ｃ 長岡芳樹 永野皓太 清水亮佑 飛松虎太郎 才木一也 道繁健太

泉陽Ｄ 三原樹竜 葛西日向 國澤優一 中川雄賀

体大浪商Ａ 岩本 崇秀 高山 圭斗 近藤 大我 伊藤 岳 

体大浪商Ｂ 谷川 祐亮 中西 勝希 奥野 凌 塚本 智弘 

体大浪商Ｃ 井上 裕太 梶原 知樹 河瀬 友也 竹崎 功織 



高石Ａ 寺坂怜央 金丸雄也 出口友暉 津江壮太

高石Ｂ 若林樹 小幡吉輝 山本智也 大西悠介

帝塚山Ａ 田和直樹 藤川有生 吉井博一 岩田直樹 中嶋満太 山口大輝

帝塚山Ｂ 深澤大智 堅木啓太 香月優哉 津村裕典 安原康祐 出口侑弥

帝塚山Ｃ 寺田篤史 大吉寛希 西野亮 中山友貴 金悠友 赤塚一輝

帝塚山Ｄ 新田淳 清水直生 丸山聖悟 池田正頌 品川 泰輝 田中 嵩士

登美丘Ａ 森田　健斗 吉原　拓海 渡辺　紘生 稲家　健汰郎

富田林Ａ 津田雄斗 中谷大智 渡邉和也 西山裕貴

富田林Ｂ 新垣遼太 中村鴻成 北條寛太 門口純久 宮崎大貴

富田林Ｃ 前川渉悟 中平康稀 古川瑞起 佐郷周平

長野Ａ 宮脇　侑也 岡崎　和矢 岸本　勇真 坂本　竣也

長野Ｂ 東　雅樹 梅崎　郁充 鎌田　優雅 花澤　颯

長野Ｃ 奥口　諒真 桶谷　心優 庄路　文哉 土岐　晃央

長野Ｄ 浅野　健介 下田　航大 仲野　幹大 塩路　彩人 北村　優弥

浪速Ａ 山千代　亮太 中田　昌吾 中井　寿樹 後藤　勇介

浪速Ｂ 徳谷　太一 野村　海都 中野　浩平 加地　一喜

浪速Ｃ 栗原　睦典 中野　隼 中尾　祐太 中野　幹矢

浪速Ｄ 瀬川　晋平 中原　健輔 土生　橘平 深田　明良 岡　優樹

伯太Ａ 干場　翔 三田村　慧佑 寺田　拓未 山下　涼 桑原　勇吾

伯太Ｂ 桑木野　あずま板原　健翔 栗脇　雄祐 鎌田　恭輔 廣畑　将吾永井　一輝

東住吉総合Ａ 吉田　大地 泉原　佑耶 川部　真也 松宮　由享

東住吉総合Ｂ 荻須　俊 古川　諒人 小田部　慎馬 山内　登雄

東大谷Ａ 伊集院彩人 山本大翔 平山陵平 万代友輝 辻川明賢 新宅健吾

仲谷颯真 樋川辰暉

東大谷Ｂ 落合昭生 二岡拓也 永野壱真 松田充生 松橋新太 滝田侑真

宮本航貴

藤井寺Ａ 瀬戸　喬介 井上　航 佐藤　優気 笈田　一輝

藤井寺Ｂ 中村　樹 宇田　亮平 山口　健太 式野　文太郎

布施Ａ 森　颯太 有田　拓弥 大倉　雅司 岡山　奨悟 蘆田　光平 大澤　駿

布施Ｂ 向井　大貴 松嶋　敦 文田 伊吹樹 青木　俊憲 木村　太一

布施Ｃ 井藤　樹生 塚本　凌介 森田　凌 山田　耀平 松葉　智

布施Ｄ 伊部　敬太 水田　翔太 松浦　智 津野　健人江口　康一郎

三国丘Ａ 白出晶太郎 有泉洵平 水落圭紀 為近優作

三国丘Ｂ 友永達哉 小林諒斗 土井裕貴 林　昴佑

三国丘Ｃ 佐藤遼馬 高橋　力 冨田哲志 宮下直樹

三国丘Ｄ 米山智己 杉本　涼 濱　元晴 中村有佑



八尾Ａ 片山　陸 谷　政哉 中山和哉 木田昌克 福森大祐

八尾Ｂ 植田元樹 曽根川大輝 塚田拓海 松井　凌 國重慎之介

八尾Ｃ 上杉康将 小西遼平 小西遼平 中村友栄

八尾北Ａ 安田拓未 西堀　葵 宮崎聖之輔 岡田昴士

八尾北Ｂ 合田光希 醤野優作 原口幸大 高木　漢

八尾翠翔Ａ 徳山　伸 北野　太郎 真野　拓郎 川本　智久

八尾翠翔Ｂ 古川　廉 河内　雅輝 奥澤　沙皇 宇山　弘一

八尾翠翔Ｂ 田宮　慶人 尾田　浩一 西本　聖也 田中　友也 田倉　大貴

八尾翠翔Ｃ 吉川　一男 今井　起寛 小林　龍生 鈴木　淳哉

山本Ａ 篠原東吾 水阪直暉 甲斐絢三 横山絢也 平澤魁士

山本Ｂ 籾井　遼 福島翔大 中嶋広樹 宮本和哉 原　翔真

山本Ｃ 長谷部友哉 芝田時矢 薮下篤志 中積洋斗 濱田秀一 室屋克樹

木山奨太 大西康広

山本Ｄ 津田大希 田部井元 奥野雄大 北村拓夢 葉山侑熙


