
学校名

阿倍野Ａ 向井友哉 上野颯太 猪之鼻和生 荻野優輝

阿倍野Ｂ 辻野雄大 中井洸大 松本嵩弘 谷口雄冴 山田裕士

阿倍野Ｃ 豊田迅也 米島　誠 井上広大 宮本俊介

阿倍野Ｄ 上之浦涼介 永松一哲 谷尾朋洋 村冨大地 庄田景翔

生野Ａ 池垣隼介 鈴木陸朗 安原　輝 松井琳太郎

生野Ｂ 寺澤輝一 西森勇人 奥田友樹 西澤康平

生野Ｃ 木下彰悟 小島和綺 小笹山涼 五影太秦

和泉Ａ 坂根　翼 遠藤遼介 岡崎辰哉 松嶋恭大

和泉総合Ａ 大杉　土隆 日田樹希 中野侑真 寺田雄人 藪野秋生

泉大津Ａ 井上　航 芝山皓斗 隅田裕貴 谷上葉二 堀井尚真

泉大津Ｂ 多々納舜也 谷川勇魚 小田根瑞樹 中村直仁 立和名舜介 前田和希

上宮太子Ａ 南　宇純 島田竜吾 天堀壮人 松本航平

上宮太子Ｂ 松井優介 浅岡伸治 豊田玲央 八木健斗

大教大平野Ａ 安部元紀 古田　圭 門田敬太朗 渡辺　亮

大塚Ａ 岡谷健児 川原恭介 名田功陛 山本京作 栢本晃輔 龍　良純

大塚Ｂ 石田　幹 吉村秀太 吉谷勇以斗 岡田奏士

大塚Ｃ 唐津知幸 西平勇斗 三角　蓮 尾崎聖也

鳳Ａ 下町　彪 田中陸弥 土井航平 吉澤暉大

鳳Ｂ 奥田大翔 岡島智礼 藤高陸也 和田悠寿

貝塚Ａ 浅里勇登 岡村優輝 前田隼人 竹本翔馬 内田晴規

金岡Ａ 瀬川　新 中谷健人 森田宗一郎 高野　竜

金岡Ｂ 寺西圭吾 米　来駆 鎌田誉也 大塚淳司

金岡Ｃ 辻本圭吾 清水則良 西岡知輝 南山幸汰

金岡Ｄ 田中和樹 斉藤佑哉 高垣古城 吉坂悠生

河南Ａ 藤本　昇 西井楓大 秦　大輝 藤木慶太

賢明学院Ａ 野田怜桜 池本喬就 岸　直矢 黒岩弘太郎

賢明学院Ｂ 中島　亮 荒川亜門 山本孝晃 梶谷　光

追手門Ａ 小杉 毛利 速水 森口

堺Ａ 上江洲尚幸 小池海人 高橋滉平 岡田知真

堺Ｂ 田中來弥 原口遥太 酒井晴仁 福島卓巳 北岡芳基

堺上Ａ 日野大樹 山田飛悠吾 多田晃洋 荻山翔斗 森下ユウキ 岩浪嘉暉

堺西Ａ 岸本和樹 蓮池拓真 菊地昂哉 江戸真二郎

堺西Ｂ 萱島舜斗 片岡　丈 松村康平 堀　光希

堺東Ａ 西川風輝 川久保勇志 政田知輝 猿渡仁太

堺東Ｂ 丸本凌汰 松本康希 寺本寛希 木村大輝

堺東Ｃ 恵　直希 金澤楓弥 野村　昴 加藤佑弥

狭山Ａ 田井　雅也 峙　拓真 丸谷悠太 山根史明 高田龍聖 鎌田壮市郎

狭山Ｂ 天野　駿 三嶋建斗 芳谷晃典 高橋侑也 棟久大輝 井上直希

狭山Ｃ 山上　知哉 澤田笙太 西山颯太 東　遼 北井康輝 北井康輝

信太Ａ 大江哲司 藪野永遠 岡本豊規 井ノ坂裕貴

信太Ｂ 上之堀尚宏 十和　鈴 寺本光輝 吉村日向大

信太Ｃ 清家　蓮 岡田聖晴 市川洋人 奥野祐騎 町田流星

商大堺Ａ 佐藤雅幸 片山息吹輝 辻　睦生 長谷泰良

商大堺Ｂ 山本直希 松田惟吹 塚本薫平 秦　瑞希

精華Ａ 原　　海渡 塩見　慎也 宮前輝明 安齋里治

精華Ｂ 藤井　弥来 伊藤大騎 大宮　優輝 山埜大旗 小口湧汰 野夫井達弥

精華Ｃ 北山秀人 山埜大旗 松下太紀 大木悠矢 木田慎之介 大野　伶

精華Ｄ 赤木紫音 金田虎汰朗 吉原大智 後藤那音 田村優成 塚本篤真

星光学院Ａ 田中大輝 日高誉也 乾　将大 二階堂祐也

星光学院Ｂ 竹村颯人 篤田侑樹 塚本圭佑 下田宗直

星光学院Ｃ 宮崎真暢 吉田真人 門倉尚紀 元家悠貴

星光学院Ｄ 宮本知賢 筒井啓介 吉田暁彦 中村　弦
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成美Ａ 石川泰行 貴田翔希 井坂輝聖 櫻木健太

成美Ｂ 三角崇馬 藤田　翔 柳　僚人 中居英司

成美Ｃ 金子竜真 青木　陸 河野郁弥 辻林　諒 西野　礼

成美Ｄ 高畑勝徳 楠木洋太 小川優希 小西秀哉

清教学園Ａ 西井　魁 松岡信悟 木戸亮宏 本田波輝 村上陽一

清教学園Ｂ 長井春樹 平田　峻作 岡本純之介 小坂隼希

清教学園Ｃ 松倉弘樹 浦島和也 山本篤生 上野龍明

清教学園Ｄ 松井　渉 西坂　太 松野直央 細川皓正

清風南海Ａ 出川翔大 太田啓友 辻田裕雅 平野　諒

清風南海Ｂ 喜多羅仁翔 辻　翔斗 後藤翔太 藤井航涼 土井崇司

清風南海Ｃ 杉永恭太 大道　樹 大山達矢 中島良太

清明学院Ａ 東　省吾 松岡　穏 岡本拓海 浦川翔平

清明学院Ｂ 河野　力 生見 蛍太朗 山田諷人 油野由和 東　弘起

清明学院Ｃ 若林拓磨 麻生椋平 奥井優輝 次村周真 土井涼平

清明学院Ｄ 定　篤志 安野成倭 山本涼哉 入舩主暉

泉北Ａ 鬼池諒太 和田大雅 加納翔太 木原太陽 足立翔一

泉陽Ａ 高木稜太 児玉　隆 飯田純大 平井大誠 三浦大輝

泉陽Ｂ 魚住悠太朗 筒井杢剛 阪口雅哉 小林幹宗 吉田麟太郎

泉陽Ｃ 白石　翼 岡本匠生 鶴田知之 齋藤輝也 下田昴星

泉陽Ｄ 紀之定峰矢 田中政宜 青谷颯士 辻　幸育 折戸徹輝

体大浪商Ａ 伊藤 岳 笹本　匠 築山　周 川口隼斗

体大浪商Ｂ 菅谷拓未 西村瑠衣斗 小栗樹也 兼若　亮

帝塚山Ａ 近江智也 森本雅大 瀬戸琢巳 中川智稀 中野将太朗 澤田　匠

帝塚山Ｂ 牧田晃紀 高澤優吾 植田有哉 佐藤大洋 濱中佑月 梅田慶次郎

登美丘Ａ 柳原悠人 門　大悟 窪田迅大 平田脩太

登美丘Ｂ 岡本竜空 村田　樹 東　純平 阪本直人

富田林Ａ 植田悠太郎 北浦稔季 鵜木颯大 米倉大樹 栗林優樹

富田林Ｂ 川端哲平 山脇祐亮 雲村竜希 板倉大河 木村康煕

富田林Ｃ 柴谷俊成 松井宏樹 若山聖矢 坂野友哉 橋平直樹

富田林Ｄ 岩本雪哉 橋本直希 佐藤優樹 西村紀恒 小川涼平

長野Ａ 坂本竣也 浅野健介 塩路彩人 仲野　幹大 下田　航大

長野Ｂ 大能慎吾 保井貴登 山崎大樹 橋本涼平

長野Ｃ 大石楓也 堀川秀和 梅田　環 北峯志一馬

浪速Ａ 寒作晴斗 國政圭吾 下辻優斗 古谷友亮 奥村省哉 山本大翔

浪速Ｂ 西窪廉太郎 東野行真 栗田勇希 加藤昂之真

浪速Ｃ 中井竜太 藪脇陽生 芦田凛紅郎 飯野雅也

浪速Ｄ 石津由貴 椎屋雅樹 関　勇介 福田丈留 尾島憲太 大井悠生

伯太Ａ 永松　航 山下　蓮 石田　光 清水　力 堀尾慎太郎

伯太Ｂ 廣畑　将吾 栗脇　雄祐 板原　健翔 鎌田　恭輔

羽衣Ａ 千古帆高 松山怜央 末永優太 宮川太一

羽衣Ｂ 西崎俊太朗 田原賢人 中島悠陽 鹿室太志

羽衣Ｃ 橋本大都 山本竜世 三宅玄記 森本大地 大庭　輝

羽衣Ｄ 田井礼士 中岸憲二 井村俊哉 仮屋優軌

布施Ａ 樋上海斗 味地　隼 福井勇真 森　竣哉

布施Ｂ 山田和也 花村太一 増井勇輝 境原雄大

布施Ｃ 田中聡一郎 堀本峻太郎 大林祐太 小池田晃 荒木快斗

布施Ｄ 平田大貴 松村和真 瀧口和也 藤原叶多 樋上　翔

八尾Ａ 藤原維吹 多賀雅樹 小林哲也 本間義明 西村勇輝 安達匠佑

八尾Ｂ 土橋広弥 藤野寛太 間下　響 茂木悠真 山村直郁 森田直弥

八尾Ｃ 越智駿太 岩本大輝 大島一磨 北村幸輝 横井快翔
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