
学校名

阿倍野Ａ 大島圭吾 名城大和 上山晋平 椿山英成

生野Ａ 安原健太 田中　匠 村井俊介 松本明日翔

生野Ｂ 大西祥真 瀬川真琴 丸井寿都 辻元悠亮

生野Ｃ 井藤　歩 岡田翔真 岡島圭吾 竹野直寛

和泉Ａ 中島海斗 前山敦輝 児玉裕人 吉本圭吾 黒田敦士 松山大毅

和泉総合Ａ 藪野秋生 高橋　旭 本郷直樹 大杉朱李 前田海希 井上　蓮

泉大津Ａ 太下仁一朗 瀧本幸希 貫戸智生 岩崎　琉

泉大津Ｂ 山元　翼 大村　力 岡本昌也 中井元哉 金重光祐

泉鳥取Ａ 池上慎吾 坂本尋斗 田端海星 渡辺　雅 南波也斗

今宮Ａ 興山 倉澤 植田　岳 佐甲 大石 岩本

鳳Ａ 川平大喜 山名一生 西崎慎之介 山下修矢

河南Ａ 古賀準織 津野昭夫 中條愛也 竹内渉真

賢明学院Ａ 岸　直矢 黒岩弘太郎 上林侑矢 李　珍宇

賢明学院Ｂ 藤本大輝 中井悠貴弥 田中　瑛 小川尭仁

堺Ａ 田中寛才 澤　龍馬 岡崎匠巳 武田慎太郎

堺西Ａ 野仲寛太 田原風斗 萱島颯 稲葉悠貴

堺東Ａ 上山 毛穴 加賀 西

岸産Ａ 神藤悠馬 樋川意織 松熊喜生 佐藤直輝

岸産Ｂ 辻野登悟 坂田遠也 菊田佑樹 吉田晟啓

岸産Ｃ 楠本　心 島田隼翔 辻坂翔輝 溝上蒔恩

城東工科Ａ 今西太陽 外塚太陽 村上　碧 山東拳士朗 栗坂拓己

城東工科Ｂ 山本信護 児玉優希 岩本喜大 木内稜斗 菊本輝太

商大堺Ａ 岸田和晃 福島啓人 米本　颯 狗田大樹

精華Ａ 安齋里治 雨宮　力 小口湧汰 後藤那音 田村優成

精華Ｂ 桝田小次郎 兼田雄飛 高岸　宙 乾圭太郎 福井俊哉 池田洸聖

精華Ｃ 吉原大智 三谷涼馬 秋山颯太 髙橋優希 入塩拓海

精華Ｄ 重枝海聖 角高　丞 金谷莉玖 折戸祥平 金澤正真 坂口航一朗

星光学院Ａ 山本レイ 芝村光輝 川本佳吾 成田涼流

成美Ａ 井坂輝聖 河野郁弥 辻林　諒 山本　燿

成美Ｂ 盛田雄介 池田龍輝 金澤央祐 村田　嶺 本石知嵩

成美Ｃ 力武　光 小林優希 安田拓未 東　龍冴

清教学園Ａ 有家悠太 細川皓正 中西　光 水野伶皇 新名勇翔

清教学園Ｂ 筒井啓介 松野龍馬 井上陽太 小阪隼希 中瀬大幸

清教学園Ｃ 松野直央 西澤海杜 岡本純之介 大場　匠 東　樹生

清教学園Ｄ 松井　渉 松田　健 田守亮介 木戸亮宏 水上幸己

清風南海Ａ 河村祐亮 満壽川彰太郎 村上智規 湖崎　廉

清風南海Ｂ 梁川優希 濱口彰吾 寺内一馬 所　晃希

清風南海Ｃ 貴田健太郎 中谷蒼馬 西田匡輝 岩田航希

清風南海Ｄ 徳山喬弘 伊藤峻介 大津晃祐 山里祐貴 小笠原侑京

清明学院Ａ 浦川翔平 奥原涼介 西田大貴 井上慎之介 麻田尚平

泉陽Ａ 松村京志郎 坂口凌太 長澤陽太 西　陽太 濱野友祐

泉陽Ｂ 得田　悟 明石大和 入山侑大 吉原一貴 梅田一輝

泉陽Ｃ 藤高陽世 羽崎圭吾 川島悠椰 池田陸斗 岡田亮佑

泉陽Ｄ 黒木陽翔 坂本太陽 林　亮汰 藪内健斗 平見匡宏

体大浪商Ａ 川口隼斗 兼若　亮 小栗樹也 可山太一

体大浪商Ｂ 田中佑弥 久佐木優斗 孫左近絢士 樋口龍生

体大浪商Ｃ 椿本爽貴 小川京祐 福井　希 寺岡彩人

帝塚山Ａ 市田彰仁 津田大地 伊藤優輝 中西大志 木下貴允

帝塚山Ｂ 山崎航大 萩原健太 能見竜馬 塩谷草太 奥井将太郎 樋井龍生

帝塚山Ｃ 中野友紀 南口圭吾 新谷奏介 常住勢哲 大桑一輝 前田将央

天王寺 河関 宮田 安井 東野 西川 常田

登美丘Ａ 冨永悠太 堀内宥孝 堀内宥伸 黒本直利

登美丘Ｂ 末永航太 井上憧真 東谷慶一郎 北村魁彗

長野Ａ 広道天登 池田颯太 波多野紘 奥村省哉

長野Ｂ 紫田壮一朗 藤本　翼 西林孝太 板倉北斗

浪速Ａ 下辻優斗 小岸弘迪 古谷友亮 奥村省哉 亀井優斗

浪速Ｂ 宇都宮颯太 山本大翔 山田尚輝 大畑京士 尾形功貴 西野千斗星

浪速Ｃ 門　大和 北　健吾 多田捷人 杉田悠樹 山田　魁 中川大翔
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浪速Ｄ 隈田原一斗 小猿湧介 内田遼真 藤本悠斗 戸川颯太 濱川璃空

伯太Ａ 佃　智也 木下亮平 高津良弥 青木寿希斗

羽衣Ａ 吉川　諒 伊崎逸斗 池田神将 丸山隼人 玉井良英 長井匠馬

羽衣Ｂ 森本大地 井村俊哉 福井駿斗 枋迫陽汰 山川颯吾

羽衣Ｃ 大庭　輝 田井礼士 成安　翼 赤坂倫太郎 奥野　侑

布施Ａ 守谷磨秀 高山新大 丸家隆之介 高山英寛

布施Ｂ 山下力也 渡邉晃利 松野下遥大 北川翔也

三国丘Ａ 坂本隆浩 柳瀬蒼悟 光野秀利 山本忠明 西村勇輝 古徳太一

八尾Ａ 坪山貴晴 畑　克樹 堀　裕登 竹本凌生

八尾Ｂ 百田尚吾 三好悠介 味地　卓 吉田琉樹

八尾翠翔Ａ 竹内健人 苅安祐一 竹下飛翔 髙橋翔舞 池上正樹 岩下一輝


