
令和3年度 特別昇段試合　第1部　9:00集合　9:45～12:00試合

【女子】

名前 学校名 名前 学校名 名前 学校名

中川　実咲 旭東 岡崎　涼花 石切 梶川　媛向 放出

髙嶋　夢葉 茨田 石田　咲陽 石切 表原　奈花 放出

笛田　真愛実 瓜破西 テリオ　エーリス　春乃 石切 松田　凛 放出

竹渕　実世 瓜破西 宮下　日和 千里丘 表原　琴子 放出

浦地　陽向 瓜破西 川合　唯津子 大正東 小林　凛 放出

宮原　優南 瓜破西 藤田　恵里那 大正東 川島　莉乃 豊中三

笠原　蒼依 英田 山本　百珂 大正東 河津　光 豊中三

下林　真央 蒲生 木村　梨乃 庭窪 赤尾　優美香 北豊島

松本　姫明香 玉川 松山　紅華 庭窪 杉村　萌恵 墨江丘

橋本　亜希子 高倉 西岡　紗佳 庭窪 森本　実弥 枚岡

中西　芽惟 高倉 松下　実愛 東香里 瀬筒　史恵莉 枚岡

埜田　明花吏 高倉 久野　純佳 東百舌鳥 黒河　美梛 枚岡

神野　陽向 高倉 山平　実稚香 南郷 山出　愛子 弥刀

坂口　みゆ 高倉 川野　葵 梅南 木下　汐蘭 弥刀

辻本　珂歩 高津 内田　実玖 柏田 大西　七海 弥刀

義積　瀧 高槻一 幸松　望裕 柏田 広沢　菫 友渕

長野　椿 高槻七 川田　由芽 柏田 三輪　紅都 友渕

中山　圭冬 三国 柴田　美桜 柏田

牧野　美歩 三国 髙松　美寿 柏田

湊　瑠梨 三国 木山　美月 柏田

竹綱　美咲 取石 片岡　華蓮 柏田

小山　夏乃葉 住吉 黒田　吟 八阪

上田　桃愛 春木 福田　結愛 美原西

元井　華 盾津 隅野　理子 浜寺南

永井　琴乃 諸福 泉谷　美心 浜寺南

中村　文 上宮学園 渡辺　菜央 浜寺南

小幡　沙璃 上小阪 大仲　咲良紗 福泉南

八文字　愛美 上小阪 森田　柚葉 福泉南

𠮷永　万那実 寝屋川二 上松　千夏 福泉南

阿南　紅々菜 寝屋川二 太和田　望未 福泉南

比嘉　稀葵 新北島 藤林　琉乃 福泉南

中本　彩華 新北島 大島　瑞貴 峰塚

上村　彩葉 深井中央

佐藤　かりん 真住

田中　恵璃 真住



令和3年度 特別昇段試合　第1部　9:00集合　9:45～12:00試合

【男子①】

名前 学校名 名前 学校名 名前 学校名

生田　凪斗 旭東 山本　宝良 三国 西原　聖人 天王寺

森本　流衣 旭東 福山　歩叶 春木 高橋　諒介 東海大仰星

南　孝太朗 旭東 山田　玲志 春木 村上　翔唱 東淀

清水　蒼生 茨田 白井　武徳 春木 舩津　佳晃 藤井寺

松田　潤斗 瓜破西 多田　遥翔 春木 藤田　倖太朗 同志社香里

中山　公哉 瓜破西 池田　太郎 盾津東 田原　瑛太郎 同志社香里

新谷　悠悟 瓜破西 篠原　草太 盾津東 小西　虎太郎 同志社香里

道野　龍真 加美 木村　政斗 盾津東 田中　佐甫 柏田

中野　壱心 加美 小畑　蓮 盾津東 松田　篤輝 柏田

山嵜　琥金 河内長野西 鬼塚　誠陽 盾津東 西野　流 美原西

大平　幸生 貝掛 藤岡　拳心 上宮学園 本並　英斗 美原西

木﨑　己力 貝塚二 松浦　由貴翔 上小阪 鈴木　秀汰 浜寺南

藤原　忠 関西創価 山下　睦起 寝屋川五 川口　天怜 福泉

東條　行雲 岸城 吉ノ元　凪義 寝屋川五 宮本　成生 福泉南

尾瀬　仁亮　　 岸和田北 作間　恭介 寝屋川六 渕上　弘也 福泉南

森下　大翔 久米田 中本 　幸輝 新北島 岡本　優希 福泉南

成田　祈輝 久米田 市川　智士 深野 菅　駿介 峰塚

鈴木　龍太朗 久米田 ナンゴイ　健司 吹田一 吉田　壮希 峰塚

三宅　虹輝 久米田 佐伯　元 生野 佐藤　蒼太 峰塚

山中　奨大 久米田 佐伯　悠 生野 山本　快 峰塚

里内　楽 久米田 森　充裕 生野 加藤　柊哉 峰塚

西尾　海晴 狭山 牧野　瑞生 西淀 佐々木　十志希 放出

冨永　旺輔 狭山南 柳下　琢朗 西淀 島尾　遼太 豊中十七

渡邊　煌三郎 錦 辻　龍希 石切 長井　平 本庄

斎藤　來 金岡南 河本　陸 摂陽 和田　愛矢 枚岡

折口　直史 金光大阪 西田　宗太郎 摂陽 加藤　暖翔 枚岡

大川　瑠偉 金光大阪 橋本　蒔晴 摂陽 加藤　薫 枚岡

中條　基樹 原山台 園部　渚月 摂陽 矢井　悠斗 枚岡

玉岡　武斗 高槻一 中井　悠人 千里丘 金生　龍 門真はすはな

荒木　蓮之 高槻七 中川　喜元 大正東 西村　隼人 矢田西

水間　千晶 今津 瀧本　優也 大正東 髙杉　一成 友渕

談岐　翔太 今津 林　優楽 大正東 佐藤　涼駕 浪速

中西　晃雅 彩都西 吉野　大翔 大正東

五十嵐　遼 三国 馬場　貴士 大正東

山下　快士 三国 池田　匠汰 大正東

𠮷尾　好誠 三国 弘田　蒼馬 谷川

在川　雄大 三国 松岡　健太 庭窪

山口　力也 三国 藤原　弘聖 庭窪


