
学校名

阿倍野Ａ 木下雄斗 日崎　亮 山中惇也 池田拓人

阿倍野Ｂ 綿野博次 川端竜平 片山陽平 岩崎和也

阿倍野Ｃ 橋本聖也 鳥山健禄 佐野弘弥 井﨑智也

生野Ａ 真木健吾 稗島州吾 中平雅希 野村亮太 斜木裕太

生野Ｂ 福居昌樹 西野良祐 牧田晟洋 平井智大

生野Ｃ 菊　裕亮 加藤裕司 萩原　望 加藤　雅 野崎和馬

和泉Ａ 藤木　錬 上木原一輝 坂下　大 坂上　守 村田悠太朗

泉大津Ａ 上久保大地 山本亮太 藤原大智 樋川祥也 松本大輝 神山武大

泉大津Ｂ 砂尾章太 吉村真司 岩本　凌 田中聖人 吉木康馬 宮岡優二

泉大津Ｃ 島田俊亮 坂部雄視 大西圭樹 黒川宗一郎 村上晃朗 吉永和恭

泉鳥取Ａ 堀内洋樹 長谷川諄 岸　竜也 武　勇矢 朝隈旭康

大塚Ａ 近田泰基 木本　悠 小林　直 瀬戸空大 西川翔平

大塚Ｂ 辻野雅也 松田力也 井上隼輔 戸張絢斗 小松光希

大塚Ｃ 伊佐地敦司 千原寧臣 山田大輝 藤原賢太郎 赤木　黎

大教大平野Ａ 藤原慶紀 吉田航大 狭間拓也 永田直哉 吉岡拓矢

大教大平野Ｂ 本田和暉 上田哲志 柿谷啓樹 横手飛洋 江浪太郎

懐風館Ａ 入江　仁 原田友斗 橋本隼斗 山口圭太

金岡Ａ 横山秀憲 志水亮太 河井健桐 古川　亮

金岡Ｂ 山本晃範 安本弘輝 木下直哉 松尾一聡

金岡Ｃ 成瀬優斗 河村拓哉 岡田拓哉 中島孝彰

岸和田産業Ａ 清水優光 竹内大輝 新井駿兵 阪元藍己 富岡　駿 出原義人

久米田Ａ 原　　翔 小川浩平 吉永諷斗 山本賢治 川上将樹

久米田Ｂ 三宅大助 大谷奔樹 鶉野一真 渋谷　翼

堺市立堺Ａ 中下征人 下柳田隼人 池田晴輝 藤原広翔

堺市立堺Ｂ 島　佑亮 桑田　毅 大籏脩斗 中　翔太 新井谷駿介

堺西Ａ 大嶌啓貴 池田　佑 田中　圭 上埜洋平

堺西Ｂ 滝本　誠 出原丈士 前原拡詞 高橋創一郎

堺西Ｃ 森　悠介 天野和裕 光山隆平 伊良原優貴

堺東Ａ 中西孝樹 藤原崇嗣 宮下尚也 肥後大稀 山本佳祐

堺東Ｂ 大杉隆文 谷口陽城 新田夏樹 澤田翔太郎 西田佑介

狭山Ａ 川田卓弥 下野智大 山下和磨 松永直樹 藤岡　司 西井　光

狭山Ｂ 和田翔汰 米虫秀行 小物拓真 松下　慧 青木志賢 土山隼一

信太Ａ 岡崎公人 小澤安樹 浅井郁也 伊勢地尚樹

信太Ｂ 宮本昌樹 加藤悠規 竹田圭汰 原田大輔
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精華Ａ 横田雄飛 井村拓人 金岡雄椰 荒賀一樹 岡田　琢

精華Ｂ 松田挙咲 高濃康平 橋村郁哉 森本勇一 田添仁司

精華Ｃ 上野正士 大谷訓生 鎌田諷人 伊東賢吾 那須智也

清風南海Ａ 森田駿介 斎藤　健 清本誠貴 大田元希

清風南海Ｂ 奥村伸輝 片上真也 芝野公亮 中井裕介

清風南海Ｃ 大倉裕貴 山口蒼一郎 山本大介 渡辺龍人

りんくう翔南Ａ 高木　駿 字室　樹 田中章寛 北口拓也

りんくう翔南Ｂ 土井佑真 山崎正秀 白草　孔 鈴木嵩人

泉北Ａ 大隈正治 辻林弘樹 中井康由輝 下出修也 井上椋太

泉北Ｂ 森　雅貴 中井雅典 鬼池翔太 手塚星樹

泉北Ｃ 黒川典彦 松下航大 浦田健司 岩本瑞樹

泉陽Ａ 元谷友祐 田中裕也 松本健吾 藤原稔久 山中優和

泉陽Ｂ 廣瀬達也 瀬戸涼介 花光雄亮 森　優也 谷口祥之

泉陽Ｃ 三原海斗 大林　航 奥村一仁 藤原弘喜 名主川岳史

体大浪商Ａ 堀川晃佑 阪上勝之 澤田智仁 大西耕平

体大浪商Ｂ 亀田寛人 髙橋健太 上原大輝 大山勇気 出来太地

高石Ａ 北浦郁矢 竹本翔哉 山本健太 福谷悠介

高石Ｂ 寺西伸悟 黒田凌平 逢坂勇志 北條翔平

高石Ｃ 池永知樹 加藤元気 光野博貴 田代和也

帝塚山Ａ 小池侑平 高　陽一 小谷　圭 松本　翔 川畑亮人

帝塚山Ｂ 迫田佳吾 大木恭介 宇野　竜 永野翔太郎 盛谷恭平

帝塚山Ｃ 吉住拓真 岸本如水 辻　敦慶 森田成一 藤平  燎

登美丘Ａ 北野優耶 北裏　泰一 梅田拓樹 宮本　修

登美丘Ｂ 辻野大地 竹本直記 吉田天斗 竹内悠生

日根野Ａ 青波翔大 大浦恵輔 原　昂汰 木下拓弥

日根野Ｂ 小山智巳 中野功基 高橋勇太 垣原拓矢

三国丘Ａ 野上聖平 西村智達 大森真史 藤原拓也 梅谷直樹

三国丘Ｂ 西村貴達 南原一輝 森本晶太 山本航平 糀谷　暁

三国丘Ｃ 新井豪斗 長谷川翔吾 小林　正樹 長田健太郎 牧内佑介

八尾Ａ 畑　裕也 持山将大 前野隆太郎 濱家遼太郎

八尾Ｂ 中邑太雅 奈良信哉 初鳥貴広 藤原　翔

八尾Ｃ 若松直人 溝上　慧 中村瞭汰 荒川大輔

山本Ａ 佐方健人 文野太二 平野一平 土居晃希 松田省吾

山本Ｂ 中西啓介 松崎勇介 笹倉大治 芝原良亮 山田陵一

山本Ｃ 石井孝幸 近持源太 中森裕介 瀧川善規
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