
泉陽 Ａ 教育センター Ａ
延澤 谷國 中本 田熊   山口 川野 芳本 三原   

登美丘 Ｄ 12:00 11:00 堺東 Ｂ
岡　 高垣 田中 瀧澤　 松富  平井 廣岡 谷 野口　   

布施 Ｄ 11:00 10:00 帝塚山泉ヶ丘 Ｂ
今西 服部 荒木 吉田　   兼田 藤元 滝石 井上　   

三国丘 Ｂ 大塚 Ａ
石田 菊池 川上 野間   建 吉谷 森山    

八尾 Ｂ 12:00 11:00 上宮太子 Ａ
増田 小坂 斉藤 石見　   仲田 山本 後藤 石田 中前　  

山本 Ｂ 八尾北 Ａ
植野 村林 川本 岩本   倍田 大江 阿比留 西内　   

清風南海 Ｃ 12:00 11:00 登美丘 Ｃ
諏訪本 村松 木村 住岡 李  竹上 浅井 松原 神園   

金岡 Ｂ 生野 Ｃ
瀬尾 中林 澤野 前田 東　  北口 北川 藤井 芝野　   

清水谷 Ａ 12:00 11:00 阿倍野 Ａ
寺島 平川 藤井 前   寺西 辻 長谷川 室田 平山  

伯太 Ａ 金岡 Ａ
黒岩 道姓 菅野 木戸　   西川 辻野 金澤 中井　   

生野 Ｂ 12:00 14:00 富田林 Ａ
谷尻 安達 尾関 田端   妻谷 田中 吉村 松浦 渡辺 向崎 

長野 Ｂ 11:00 山本 Ｄ
鵜飼 上野 高見 南   中谷 吉邨 橋本 高木　   

清明学院 Ａ 14:00 三国丘 Ｃ
徳光 植  松富 吉川 穴瀬 林 児島 中野 長井 村上　   

浪速 Ａ 12:00 清風南海 Ｂ
朝日 田中 前窪 畠山　   北林 播村 内山 魚澄　   

東大谷 Ｂ 14:00 布施 Ａ
竹原 曽々木 氏田 大野 大原 金田 松原 黑木 野村 松永 佐藤  

鳳 Ａ 12:00 八尾 Ｃ
髙岡 本城 辻本 児玉 松井 出井 村山 森川 石田 北野 植村　   

阿倍野 Ｄ 13:00 清水谷 Ｄ
植木園 増田 伊東 伊藤   岡 奥谷 西尾 渡辺　   

精華 Ａ 11:00 14:00 河南 Ａ
下岡 泉谷 田中 吉村　   12:00 有馬 松下 丸山 有上 八家  

帝塚山泉ヶ丘 Ａ 大体大浪商 Ａ
東田 堀内 町田 小林 政田　  澤岻 愛屋 松浪 大友 板原　  

八尾 Ａ 12:00 浪速 Ｂ
山徳 本田 谷岡 万代　   土井畑 高田 金本 生野　   

布施 Ｃ 13:00 11:00 久米田 Ａ
大西 石井 城山 仮屋　   森脇 金森 山口 山本　   

河南 Ｂ 12:00 帝塚山泉ヶ丘 Ｃ
岡田 川野 池上 山本 新立  嘉名 烏野 長畑 榎本　   

成美 Ａ 12:00 泉陽 Ｂ
井上 河野 小林 高田 鳴田 三木 中村 南 古川 塩賀   

清水谷 Ｂ 13:00 八尾翠翔 Ａ
箕浦 森田 國谷 亀田　   寺地 杉本 中西 森下   

登美丘 Ａ 12:00 阿倍野 Ｃ
村上 長尾 北宅 片山　 杉原 山本 林 山野 梅村 西浦   

山本 Ｃ 13:00 八尾北 Ｂ
山口 松井 阪本 山下 横山 宮田 櫻木 栗原 足立 岡 森田　   

泉大津 Ａ 12:00 長野 Ａ
中田 神楽 溝渕 岡村   安達 仲野 井谷 岩下　   

三国丘 Ｄ 13:00 清風南海 Ａ
近藤 藤原 由川 米田   正田 田中 船附 西村　   

生野 Ａ 15:00 泉大津 Ｂ
中前 東野 梶原 吉原　   植田 酒巻 井上 笠谷　   

泉陽 Ｃ 9:00 夕陽丘学園 Ａ
谷辺 本河 武田 伊柳 樫本  三觜 堀部 竹内 酒井　   

上宮太子 Ｂ 15:00 堺東 Ａ
森井 乾 田中 梶原　   本多 大津 階元 江本　   

東大谷 Ａ 9:00 三国丘 Ａ
根岸 澤田 山冨 千北　   金田 富岡 山口 上田　   

登美丘 Ｂ 15:00 布施 Ｂ
佐々木 井筒 岡野 小林 佐藤  深坂 前部 佐藤 小川　   

阿倍野 Ｂ 10:00 伯太 Ｂ
平山 武田 上原 田中 新田  満田 米本 島田 森野   

八尾翠翔 Ｂ 10:00 14:00 清水谷 Ｃ
阪口 丸谷 渡邉 垣内   嚴樫 橋爪 桑原 米田　   

帝塚山泉ヶ丘 Ｄ 9:00 15:00 山本 Ａ
大谷 松山 森川 橋本　   富田 五味 上田 吉留   

泉北 Ａ
長尾 近藤 北村 中原 岡本 前岡 
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