
令和3年度 特別昇段試合　第2部 12:30集合 13:00～15:00試合

【男子②】

名前 学校名 名前 学校名 名前 学校名

渡辺　湧太 旭 阪本　善晴 高倉 雨霧　幸太郎 新北島

伊波　龍世 旭 土井　啓輔 高津 木戸　雷蔵 新北島

上村　直輝 旭東 本田　麗恩 高槻十 豊田　好輝 吹田五

原川　翔真 旭東 東山　祥大 高槻十 泊　義紘 成南

元　光琉 旭東 宗　凉雅 今市 渕上　叶翔 成南

村中　絆 旭東 石川　勇平 今津 池下　仁 成南

山内　日陽 一丘 有山　禮斗 今津 中岡　大翔 成南

山口　陸人 瓜破西 櫻井　綾人 桜台 宮下　直也 成南

新羽　柊太 瓜破西 河野　蓮仁 三国 大村　悠斗 清風

小村　櫂矢 瓜破西 大城　琉翠 三国 福井　雅風 生野

小野　有備 瓜破西 松井　玲緒 三国 邉　 哉弘 生野

小林　蓮 瓜破西 武田　賢祐 春木 貴田　葉太郎 石切

坂本　聖城 下福島 楢本　毅 盾津 徳永　慧 石切

坂本　柊矢 加美 松本　静音 盾津 藤井　祐大 摂陽

松村　玲音 加美 立部　優晴 盾津東 福原　隆之助 摂陽

秋田　真詩路 加美 福富　瑛一 盾津東 井上　航 摂陽

鳴海　雄斗 加美 森　海晴聖 盾津東 長田　琉 摂陽

道野　翔真 加美 岡　響一郎 盾津東 小林　光 摂陽

小宮　一晃 加美 岡田　勘助 盾津東 矢野　健真郎 大阪星光学院

宇都　政樹 加美 上甲　大翔 盾津東 小原　絃達 大阪星光学院

西山　大翔 加美 川本　雄慎 盾津東 中野　智裕 大阪星光学院

トーレス　玲士 我孫子南 村上　倖生 盾津東 中川　仁 大阪星光学院

井野　和仁 関大一 林　球道 盾津東 小野　翔司 大阪星光学院

治島　正志郎 関大一 安居　幸信 盾津東 マナラスタ　正人 大阪南

門田　征昇 関大一 周　済秋野 盾津東 宮川　光巌朗 大正東

山田　峻誠 関大一 真田　誠 曙川南 山本　優心 大正東

徳重　秀和 関大第一 橋詰　連太郎 小坂 大西　晃平 大正東

伊藤　隆友 久米田 池辺　颯二朗 上宮学園 竹地　平 大正東

川原　一樹 久米田 秦　圭嗣郎 上宮学園 池田　光冴 大正東

田辺　大貴 玉川 下前　悠和 上宮学園 瀬端　広喜 大正東

岩脇　陽飛 熊取南 河田　直人 上宮学園 今岡　蒼護 大正東

中村　光希 月州 宮下　晟 上小阪 木村　一稀 大浜

下田　洸樹 月州 阪本　寛貴 上之島 加部　陽人 大浜

浜田　吏斗 月洲 松岡　宏太朗 上野芝 佐々木　佑真 大浜

村尾　龍之介 香芝西 山本　唯斗 信太 二宮　賢太 大浜

大藪　優太 高安小 戸田　柊人 信達 朝田　浩代 池島学園

丸岡　煌 高倉 山下　大翔 寝屋川十 松本　アイル 中野

渡邊　謙盛 高倉 岩野　奏太 寝屋川六 藤本　慶治 長野



令和3年度 特別昇段試合　第2部 12:30集合 13:00～15:00試合

【男子③】

名前 学校名 名前 学校名

岸本　航大 庭窪 大和　翔雅 福泉

池田　希唯 庭代台 大和　颯雅 福泉

須賀　煌士 登美丘 豊田　大稀 福泉南

杉野　空哉 東海大仰星 松田　朝陽 福泉南

佐古　斗希 東海大仰星 黒田　楓人 福泉南

池原　壮 東海大仰星 角田　智也 福泉南

堀内　煌司 東百舌鳥 徳原　和旗 平野

東向　唯永 東陽 保田谷　太一 峰塚

田中　海 東陽 飯田　蒼生 峰塚

溝上　風人 藤井寺 渡邊　流唯 峰塚

田中　聡悟 藤井寺三 山本　優良 峰塚

宮越　悠史 同志社香里 浦谷　隆仁 放出

山平　和津夫 南郷 高森　翔也 放出

新谷　悠斗 南高安 山西　魁仁 放出

田中　雄太 南髙安 木下　周祐 放出

馬郡　慶 日根野 東　大聖 豊崎

谷澤　慧 柏原 鈴木　康司 豊津

西角　明仁 柏田 絞野　衣扶揮 鳳

野田　幸希 八阪 木野　猛 北池田

松永　捷太郎 美原西 小崎　幹太 枚岡

新崎　幸也 美原西 長谷川　新汰 枚岡

千代延　海知 美木多 栗岡　空良 門真五

近藤　誠 美木多 廣川　琥翔 夕陽丘

清ノ　進多郎 浜寺南 利川　虹甫 誉田

鍛冶屋　彩夢 浜寺南 森田　了権　 浪速

黒田　一向 浜寺南 中野　力 浪速

関本　雄太 浜寺南

仁木　翔哉 浜寺南


