
一般男子A 所属 一般男子B 所属 一般男子C 所属 一般女子Ｂ 所属 一般女子C 所属
藪野永遠 イッシー団 武田　清 イッシー団 吉内哲也 Ａ－ＣＵＢＥ 樋口陽子 フリー 井上香奈 フリー
中辻広務 イッシー団 本嶋秀明 イッシー団 倉下一人 フリー 梅田慎子 イッシー団
児玉　隆 イッシー団 大西靖孝 フリー 澁田　誠 フリー 友草有美子 富田林高校
倉山直晃 フリー 山本祐次 テニスＤＯ 野間俊亮 フリー 松川結衣 フリー
畑中優作 フリー 西野武四 ８９ｐｌｕｓ 硲石泰久 ８９ｐｌｕｓ

北山正英 ８９ｐｌｕｓ 中村達省 フリー
森田浩充 ８９ｐｌｕｓ 清水雅美 ダブルベーグル
西口雄佑 ８９ｐｌｕｓ 清水正弘 ＩＭＴＣ
宮本晃希 富田林高校 長畑　修 浜寺ＴＣ
今井利幸 ダブルベーグル 松下博行 ＲｉｎｋａｎＴＣ
大倉智哉 フリー 諏訪　努 ＴＣ泉佐野
力武　光 成美 堀地貴重 ＬＢＴ
東　龍冴 成美
花本弘治 フリー
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小学男子 所属 小学女子 所属 中学男子 所属 中学女子 所属 高校男子 所属 高校女子 所属
井上大和 さつき野 倉下凜空 アイ 大倉　奏 イッシー団 宮本来星 金剛学園 中辻愛咲 成美
倉下陽葵 アイ 中野寅次 さつき野 菊池愛里 狭山ＴＣ 趙　祐熙 金剛学園 国分南欧海 成美
辻本　竜 花園ＴＣ 津田倫太郎 羽衣学園中 李　裕伊 金剛学園 土井一翔 あべの翔学 児玉　葵 成美
奥　悠真 花園ＴＣ 菅田紘夢 羽衣学園中 熊川輝愛羅 金剛学園 齋藤　楓 あべの翔学 豊島美羽 成美
大西颯馬 花園ＴＣ 鳴滝一斗 羽衣学園中 辻本和愛 高石中学 出口卓弥 あべの翔学 正木李沙 あべの翔学
七野歩真 Ａ－ＣＵＢＥ 久冨尊琉 金剛学園 能見紗季 高石中学 飛田駿佑 あべの翔学 祭原心温 大教大天王寺

ソソプケビン 金剛学園 堀井倖多朗 あべの翔学 植田彩江 大教大天王寺
鄭賛祐 金剛学園 岡本亘平 あべの翔学 尾崎ひなた 大教大天王寺
東郷名孝 金剛学園 伊藤　聖 あべの翔学 辻野愛菜 大教大天王寺
永田恒誠 金剛学園 中村　優 大教大天王寺 山口唯桜 大教大天王寺
李　知律 金剛学園 木田翔己 大教大天王寺 松本和沙 大教大天王寺
高森悠太 高石中学 中村太陽 大教大天王寺 江村初江 金剛学園
瀧谷和希 高石中学 菊谷唯人 久米田 宮本優羽 久米田
小南一誠 高石中学 野瀬煌史郎 久米田 大塚桜子 久米田
寺田新太郎 高石中学 宮内和真 久米田 宮嶋未来 久米田

北田夢佐志 久米田 志摩琴美 久米田
守谷温都 久米田 藤原桃音 久米田
守谷陽向 久米田 西浦花梨 久米田
中井悠太 久米田 金田実桜 久米田
池田優世 久米田 山本瑞貴 東大谷
志波佳音 久米田 南友瑞希 東大谷
高橋大和 久米田 森本英映 東大谷
仙田快斗 久米田 宮崎珠希 東大谷
中野結介 久米田 田中　葵 東大谷
上中陽斗 久米田 荒木夏菜子 東大谷
北山悠斗 帝塚山 最明寧々 三国丘
泉原颯人 羽衣学園 山本華奈 三国丘
徳山彰人 羽衣学園 徳山彩世 三国丘
有川優星 羽衣学園 衛藤彩世 三国丘
今木啓吾 羽衣学園 南　愛菜 三国丘
池田　陸 東大谷 田中愛莉 りんくう翔南
品川比呂 東大谷 山本真未 阿倍野
芦田拓海 東大谷 松本奈緒 阿倍野
尾上智哉 東大谷 奥野萌子 阿倍野
大石優剛 東大谷 栗原美萌 阿倍野
木村啓吾 東大谷 兼光美羽 阿倍野
下岡聖真 東大谷 津嶋こころ 阿倍野
菅原快成 東大谷 迎山怜奈 阿倍野
安宅遥都 東大谷 水谷友香 阿倍野
岡田琉空 東大谷 朝山奏心 阿倍野
徳和目隼 東大谷 田村実莉 阿倍野
北山陸斗 三国丘 泉谷かりん 阿倍野
前田琉真 三国丘 奥　歩未 花園ＴＣ
中林風雅 三国丘
坂中勇斗 三国丘
松尾純希 三国丘
宇都宮温心 三国丘
前野陽彦 三国丘
中村幸太朗 三国丘
小松瑞希 三国丘
和佐昂汰 三国丘
古家吉隆 三国丘
深井歩拓 三国丘
岩崎拓夢 三国丘
平原稜大 三国丘
雨堤陸斗 三国丘
小川悠翔 三国丘
田邑拓己 りんくう翔南
若松　宙 りんくう翔南
北野倫太郎 りんくう翔南
梶本有馬 りんくう翔南
今川飛鳥 りんくう翔南
岡村　丸 成美
三井　煌 成美
岩元琉星 岸和田産業
河内俊介 岸和田産業
和田尚也 岸和田産業
山本剛希 岸和田産業


