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Ｎｏ チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

1 内山ジャイアンツ 内山　泰博 宮前　トモアキ 東　浩司 林　達也 康　之利 石垣　華 大西　千尋

2 ＯＳＡＫＡ.Ｔ.Ｃ 竹田　了平 木場　陽一郎 草野　亮太 渡邉　賢司 加藤　正吾 韓　忠鏞 大西　淳志 阿部　宏亮

3 内定ほしい 今井　友里恵 奥澤　優太郎 三宅　駿良 瀬領　拓未 山田　健太郎 川村　将之

4 淀川ランナーズＡ 義藤　政芳 平池　宏至 今井　孝紀 隅田　豊 山本　敏 東田　光次 藤井　健嗣 小川　孝之

5 淀川ランナーズＢ 義藤　政芳 林　裕之 北野　正明 小美野　達之 深谷　成浩 辻　敏夫 齊藤　友紀雄 東　秀明

6 淀川ランナーズＣ 義藤　政芳 伊藤　義孝 前田　信也 小澤　真美 乾　多留男 春本　敏雄 小泉　健一 尾谷　希

7 ＡＣたまがわ 吉村　晴海 井上　翔太 宮浦　健悟 松本　伸之助 今木　一充 城山　泰豪 吉田　実

8 桃山学院大 玉田　匠 亀井　良輝 松本　柊斗 玉田　匠 嫁坂　舞　 尾崎　裕大 八木　豊

9 大阪長居ＡＣ隼 松原　毅 中尾　仁志 森本　雄太 島田　博行 廣田　侑幹 小柳　拓也 辰巳　義隆 徳永　翔太

10 大阪長居ＡＣ雉 村上　恭二 前久保　光二 赤峰　隆介 角屋　喜久夫 與那嶺　修 村上　路子 樋口　哲司 小金　重裕

11 大阪長居ＡＣ梟 前久保　光二 富岡　広海 喜多　芳星 筒浦　康正 飯塚　順彦 宮本　しのぶ 太田　侑也 中谷　保美

12 ＯＩＴ－ＲＵＮｓ 吉田　福蔵 中島　蒼 安藤　圭汰 清水　勝彦 中川　理 中尾　祐太 瀧野　晃生 吉田　治樹

13 東洋紡ＳＴＣ 藤井　利秀 藤井　利秀 藤田　匡彦 新開　亮二 尹　翔 佐々木　裕美 川瀬　勝博 飯村　渉

14 カキタ京橋プロジェクト 山腰　浩史 山腰　浩史 木村　友彦 溝渕　大輔 大山　健太 石田　研摩 植野　耕司郎 佐藤　季実子

15 朋哉∞ 谷　朋哉 佃　一樹 谷　朋哉 小柳　太郎 笹部　力 森　翼

16 清風ＡＣ－あ 宮本　志郎 末吉　翔 後藤　彰男 金山　秀光 近藤　敬太 口野　武史 南口　信吾

17 清風ＡＣ－い 宮本　志郎 丸林　祐樹 平野　裕 中田　慎慈 西峯　正晴 滝原　清 杉田　憲彦 永田　貴久

18 清風ＡＣ－う 宮本　志郎 吉田　英樹 島谷　学 泉　宣広 渡嘉敷　義成 福田　正志 藤原　又三 山本　順一

19 清風ＡＣ－え 宮本　志郎 中川　一希 白木　剛 小林　稔 北川　慶一 吉田　雄三 森川　宏典 野口　英盛

20 市大スイーツ部 伏本カーディン 伏本カーディン 山名　貴大 佐野　良典 小松　優真 三木　康裕

21 公社ランナーズ 田守　洋介 長畑　薫 田守　洋介 飛田　朋江 山形　裕彦 谷知　博光

22 大阪ランナーズ 仲谷　裕之 長谷田　剛史 小河　智章 河野　芳宏 古竹　誠治 野口　浩幸

23 豚走会Ａ 田中　淑子 藤森　卓磨 佐小田　弘道 木本　宣貴 松葉　友規 田中　淑子

24 豚走会Ｂ 田中　淑子 宮本　晃希 酒井　勇太 田中　彰人 栗山　悟 有馬　麻子

25 太成ＡＣチーム 佐藤　理 瀬古　和弘 山下　英幸 伊藤　嗣朗 山本　佳彦 松山　多佳志 枡田　武則 佐藤　理

26 チームＲＩＫＵ 岡田　純輝 長島　陸 安田　美里亜 大川　莉子 吉川　将輝 上　航希 増田　慶和

27 チームＳＨＯ 岡田　純輝 川原畑　翔 西口　七穂 水野　あかり 本井　隆ノ進 脇村　匠

28 チームＫＡＺＵ 岡田　純輝 長谷川　数馬 原　美月 網谷　唯華 野上　彰吾 上野　羅心 山田　朋花

29 チームＴＥＴＳＵ 岡田　純輝 岡田　純輝 中川　真菜 森内　楓 杉本　健人 辻田　耕太郎 森本　哲平

30 浪商ＯＢ－Ａ 横田　和行 河野　純 山口　祐太 藤本　雄飛 笹本　匠 岡田　佑人 田中　静香 長井　健輔

31 浪商ＯＢ－Ｂ 横田　和行 阿部　佳代 田村　益美 山田　尚彦 岡　小百合 竹澤　潤 横田　和行 九鬼　正一

32 浪商ＯＢ－Ｃ 横田　和行 貴島　康介 山中　晃司 成瀬　寛通 伐栗　直樹 原　華澄 森川　知英

33 チームＦ 藤岡　基樹 藤岡　基樹 清水　慎之介 水盛　悟 松岡　晃生 中沢　正宏 尾戸井　一希

34 関西創価Ｃ 阿部　一也 阿部　一也 北川　竜之助 大谷　奏斗 小西　萌々香 齋藤　美和 小野　蓮未

35 あきお 亀田　孝太郎 小池　明生 中西　謙介 亀田　孝太郎 池田　圭吾 遠藤　光太

一般の部
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Ｎｏ チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

36 日新Ａ 小林　良太 高森　一志 津川　貴司 嘉数　挙勢 市来　啓人 町谷　颯祐 山本　将弘 岡田　心菜

37 日新Ｂ 小林　良太 梶永　輝 丸澤　拓巳 地主　和矢 早島　一輝 切石　龍之介 緒方　圭水 小田　朱梨

38 日新Ｃ 小林　良太 寺本　優輝 織田　雅威 岸本　幸弘 黒田　愛斗 神野　琴羽 浅海　元気 坂　莉緒奈

39 日新Ｄ 小林　良太 中濵　颯 久保　清波 吉永　菜月 段野　匠海 綱嶋　佑太 齋藤　維佳 中村　龍太

40 堺ファインズＡ 中園　次男 田中　樹 平井　良和 諸岡　晃 來田　郁也 西村　拓馬 吉留　侑也 中園　将朋

41 堺ファインズＢ 中園　次男 楠　康平 藤井　健太 田畑　友隆 東　千優 吉田　昌弘 中園　次男

42 じょいなすＡＣ 伊藤　義和 齋藤　直樹 蒔田　修 森内　恵美 神宮寺　健太 中村　義夫 脇田　耕治 伊藤　義和

43 サンダーバード 上間　理 幸田　岳 上間　理 山本　良樹 堀　文子 井上　佳子 三浦　祐介

44 大高ＯＢ－Ａ 佐々木　孝之 山室　陽平 巻野　力也 岩田　一希 楢崎　淳二 松本　孝平

45 大高ＯＢ－Ｂ 佐々木　孝之 石田　裕之 松原　豊 原石　龍馬 奥村　徹 長井　宏之

46 大高ＯＢ－Ｃ 佐々木　孝之 佐野　幹宜 下村　直樹 川村　真之 清水　龍樹 小森　健太

47 ＦＭＫ１４ 赤峰　純彌太 細川　隆太 中村　祐紀 大山　佳郎 山本　光希 唐本　直澄 和仁　崇浩 中村　友哉

48 襷坂46 奥村　健広 奥村　健広 岸田　楓 仲保　文太 有村　将貴 末永　昂希

49 大阪市役所・Ａ 永岡　久直 岡　秀哲 長島　潮 佐藤　正義 藤井　義昭 大黒　裕史 大西　智広 松木　祥博

50 大阪市役所・Ｂ 永岡　久直 永岡　久直 松本　浩二 大西　隆司 加畑　久子 中野　郁 山下　智恵 石橋　康博

51 ＯＳＰＡクラブ 西谷　真諭樹 德田　庄司 西谷　真諭樹 濱中　友洋 藤原　祐樹 駒村　友哉 伊藤　良平 久保　勇喜
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Ｎｏ チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

61 追手門大手前高 鷲見　俊介 藤井　崇人 松本　みどり 岡本　正樹 稲田　英敏 安田　綾野 阪西　啓 村田　柚那

62 港高 鍛冶　樹稀 関谷　将成 錦戸　奏斗 藤島　匠佑 西川　潤 村井　仁大 岡田　悠吾 永山　大雅

63 天王寺高Ａ 今木　一充 中田　雄大 溝垣　優希 辻　七海 大山　陽太 山本　侑大 中井　裕斗 稲田　和泉

64 天王寺高Ｂ 今木　一充 賀川　倫太郎 保田　朋香 矢守　音和 近藤　幸弥 出口　友淳 縄田　恵理 岡本　陸音

65 清教学園高 光田　耕平 内本　侑希 百瀬　裕太 伊藤　奨真 井上　雄一郎 吉江　武人 松谷　周哉 和田　翔汰

66 岸和田高Ａ 田所　竜翔 武田　裕貴 坂東　壮琉 茶野　安貴 神原　壮琉 松田　琉 岸本　健太郎 藤澤　大樹

67 岸和田高Ｂ 田所　竜翔 澤田　翔 向井　千夏 濱路　秀太 原田　柊香 才　徳明 庄司　尚矢 堀　圭吾

68 岸和田高Ｃ 田所　竜翔 中原　皐太 坂東　祐希 安田　光輝 岡本　悠伽 信濃　航洋 佐藤　絢信 伊藤　太一

69 岸和田高Ｄ 田所　竜翔 新谷　爽太 戸髙　朱里 絹川　鶴真 奥　菜々子 中川　晃宏 宮野　公輔 南　咲里

70 岸和田高Ｅ 田所　竜翔 井上　敦斗 古東　愛子 野田　夏矢 大嶋　和佳奈 中林　竜賀 赤江　萌 木谷　はる

71 生野高Ａ 嶋田　祐也 高関　春樹 齋村　陸翔 山田　準 西窪　政人 大鷹　彩夏 倉持　千爽 宮﨑　純子

72 生野高Ｂ 嶋田　祐也 唐治谷　翔大 福永　皓斗 平尾　瑛 椿原　大洋 松野　天宝 小松　蒼空 川口　颯斗

73 大体大浪商高 九鬼　正一 明後　達也 山本　真大 吉津　心雄 古谷　将大 池辺　勇杜 中辻　隼人 永山　大楽

74 教大天王寺高―長 藤田　幸久 青野　智也 齋藤　秀太 西村　拓途 三原　一星 山田　湧木 今泉　泰紀

75 教大天王寺高―混 藤田　幸久 内田　さくら 尾﨑　ほの花 木村　悠 中村　陵虹 福井　俊瑛 池田　紗帆 榎並　香

76 関西創価高Ａ 阿部　一也 神永　皓真 高辻　正広 安部　将吾 稲葉　晃弘 安達　隆史 岩崎　勇斗

77 関西創価高Ｂ 阿部　一也 志村　健太 仲大盛　崇彦 仲大盛　宣彦 佐藤　春輝 吉田　正城 中島　海陽

78 市岡高Ａ 中野　瑛 長谷川　大翔 福田　静 岡鼻　向陽 山崎　秀太 本井　嵯也佳 河野　綾

79 市岡高Ｂ 中野　瑛 松本　直也 竹内　海颯 田中　寧斗 増田　淳哉 酒井　晴咲

80 泉大津高Ａ 上田　和也 坂井　聖斗 滝川　蒔音 石田　理久汰 小嶋　美咲 久井　悠生

81 泉大津高Ｂ 上田　和也 上岡　将士 西田　大也 平沼　千大 平沼　保和 小松　創大

82 阿倍野高Ａ 山本　修 林　慶人 正楽　一也 原　優馬 川本　晶人 久保　徹馬

83 阿倍野高Ｂ 山本　修 杉本　翔悟 田中　大樹 仲村　正汰 羽田　怜遠 林　壯亮 松田　耀

84 河南高Ａ 齊藤　了多 山本　一巴 仲谷　瑠隼 大本　海翔 長谷川　亮徳 竹田　大悟 川岸　幸輝 松野　聡太

85 河南高Ｂ 齊藤　了多 大北　遥斗 伏井　良匠 青木　望 太城　結希 鈴木　琴子 谷村　圭音 田中　聖斗

86 八尾高Ａ 成見　順治 岸田　祥瑛 新田　隆輔 竹　優花 木村　幹汰 大澤　功承 小泉　風香 小池　祐太郎

87 八尾高Ｂ 成見　順治 鈴永　悠太 小宮　篤 柳澤　萌花 榮　美紀子 神前　周平 徳永　堅 大澤　力也

88 八尾高Ｃ 成見　順治 前田　翔太 井上　愛彩 金谷　菜々実 加藤　真心 四ツ谷　康汰 村上　友唯 佐邊　悠馬

89 八尾高Ｄ 成見　順治 天野　結斗 大野　汐香 福湯　颯太 岡　栞里 三好　皓大 白井　快樹 岡本　倫太郎

90 八尾高Ｅ 成見　順治 田中　康誠 脇谷　優花 森　大雅 荻野　柚月 奥野　悠希 板東　一颯 楠井　祐大

91 大阪桐蔭高Ａ 中谷　忠嗣 井上　空 川谷内　啓太 米山　遼 清水　萌楓 塩屋　澄空

92 大阪桐蔭高Ｂ 中谷　忠嗣 谷口　誠弥 安富　玲皇 藤野　楓 大塚　ひより 西本　美笛 杉野　聖太 嶌津　康平

93 明星高 宮井　健太 杢野　友紀 諏訪本　真彬 岡田　大 山田　修平 山田　大基 砂田　健太郎 鎌田　理郎

高校の部
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Ｎｏ チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

131 大阪成蹊女子高 樋口　隆志 吉　愛寛 三木　菜摘 牧　妃菜恵 竹綱　遥希 品川　樺音 竹田　彩乃 船橋　凛々

132 羽衣国際大 松尾　典子 池田　亜由佳 久須　優奈 古田　美月 今井　花笑 小川　愛夏 小川　純奈 宮山　碧唯

133 大阪長居ＡＣ 中谷　保美 木村　美王 長谷川　味津 小猿　真紀子 小山　奈津子 香川　愛 中尾　美加 喜多　晶子

134 清教学園高 光田　耕平 太田　智子 西川　茉穂 宮阪　歩果 岩尾　星良 岩田　侑子 上田　萌々菜 辻埜　文音

135 チームＯＫ 真下　陽菜 真下　陽菜 野口　実央 児島　栞里 小坂　みゅ海 岡下　真子

136 大谷中高Ａ 松村　茂樹 国本　桃佳 柴田　彩葉 深井　るり子 山城　陽向乃 藤井　葵海 森田　晴菜

137 大谷中高Ｂ 松村　茂樹 橋本　暖乃 山内　果凛 宇野　菜々瀬 馬渡　和歌子 山本　実玖 久保　七穂

138 大体大浪商高Ａ 九鬼　正一 貴島　萌夏美 伐栗　夢七 津田　明翔 大西　葵 須田　笑瑠萌 栗原　史歩 田中　星理菜

139 大体大浪商高Ｂ 九鬼　正一 宇都宮　美咲 山嵜　佑莉愛 古川　乃朱 志賀　里音 津田　百翔 山下　柚月 田渕　美沙紀

140 阿倍野高女子Ａ 山本　修 青山　りか 藤原　瑞穂 古市　咲良 本多　瑠璃 渡邊　真衣

141 阿倍野高女子Ｂ 山本　修 尾上　晴子 塩瀬　詩 芝　愛華 寺家　颯希 堀　日和 森下　珠羽

142 大阪市役所・女子 永岡　久直 三上　智絵 梅田　奈里子 中島　三知子 成見　喜代子 児玉　典子 小山　延江 渡辺　由紀子

女子の部
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101 今市中 山川　太一 脇坂　耕平 竹内　秀多朗 中澤　亮希 太田　在音 内尾　射光矢 中村　龍希 青沼　強生

102 新生野中水泳部 増本　祥之 岩井　健 富永　蓮 倉田　開 楓　絆 桝井　来夢 辛島　健心 福山　獅堂

103 墨江丘中 橋口　徳治 小笠原　翼 山口　旺雅 安藤　那起 栗山　歩季 武市　颯太 在津　壮真 星合　佑紀

104 堀江中水泳部2年 三船　僚子 井上　遥人 小笠原　琉聖幸物　裕太 加藤　真太郎泉　秀志 須川　あんじ田中　暖人

105 堀江中水泳部1年 三船　僚子 小野　裕也 河野　佳佑 山本　彪琉 牧野　央拓 池山　ゆう 安田　涼人 小島　一晃

106 八阪中Ａ 小松　和樹 中川　尋雄 畠中　夢叶 西田　りり菜西田　らあ菜佐藤　亮成

107 八阪中Ｂ 小松　和樹 木村　壮汰 細川　絢花音 花木　小雪 石崎　秀梨 浜口　拓己

108 八阪中Ｃ 小松　和樹 大谷　ののか 岡田　菜緒 杉山　凛 前羽　佐紀 寺田　優利

109 十三中１ 山下　紗世 谷口　太一 前田　朋主真 田中　啓翔 乾　奈子 谷口　楓佳 大橋　穂 山﨑　花音

110 十三中２ 山下　紗世 出口　生彩 梶山　涼香 井上　桃佳 西野　陽菜 入江　崇馬 野上　純

111 高津中Ａ 黒田　啓子 西村　綾仁郎 赤山　稜太 田中　亮大 椛島　回光 岡本　皓太 山形　謙汰 奥野　汀

112 高津中Ｂ 黒田　啓子 安江　優 酒井　遥来 富永　勇弥 矢野　実直 塩崎　遥士 遠藤　柊 妻鹿　友香

113 梅南中１ 森　良太 森野　優人 藤田　隼斗 井本　正凪 岩川　拓翔 須永　樹 尾崎　全

114 友渕中陸上部 山﨑　真史 田村　心 住江　秀昭 伊東　建人 井上　泰貴 生田　惺楽 田村　実優 本多　悠真

115 大正東中Ａ 奥原　拓也 坂本　祐太 藤本　慶太 富田　煌大 飯塚　天基 星野　天心 上原　貴来 大野　晴輝

116 大正東中Ｂ 奥原　拓也 西村　真碧 宮部　魁 射場　政利 高島　丈 樽本　伊織 深瀬　友宏 小笠原　颯

117 加美中１ 狗巻　義人 吉本　良真 中橋　賢 西川　想 大原　樹梨 小澤　凛羽 田中　咲斗

中学の部
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Ｎｏ チーム名 監督 選手１ 選手２ 選手３ 選手４ 選手５ 選手６ 選手７

121 今市中 山川　太一 松宮　ののか 青沼　明生 西田　夢果 内山　澄玲 岡﨑　晴来美 中橋　莉央奈 高田　葉菜

122 白鷺中 江角　俊幸 竹田　愛梨 吉田　夢来 吉山　みろく大久保　星羅尾宮　くるみ篠部　星渚 田中　紅芭

123 墨江丘中 橋口　徳治 佐々木　乃愛荒木　美音 久米　瑠璃 三浦　亜寿 北村　凛 隅　涼夏 桂　菜乃

124 大谷中 松村　茂樹 小川　雅布 境　綾乃 岡　真花 藤本　彩純 杉本　詩織

125 十三中３ 山下　紗世 松本　七楓 濵崎　ニコ 手嶋　三夏 南條　朋華 原　侑那 石橋　未悠

126 梅南中２ 森　良太 谷﨑　葵 竹田　楓花 大橋　虹亜 西田　夏央 門居　亜美里 井伊　洸菜 加山　優奈

127 大正東中Ｂ 奥原　拓也 森　茉莉 上野　伊吹 河野　亜海 河部　みのり 石本　心結 北村　悠莉 大作　寧音

128 加美中２ 狗巻　義人 村上　憂姫 久持　由郁 松原　宙凪 新居　綾乃 山下　夏月

129 成法中 藤室　賀津己 田中　美優七新井　実佳 徳島　楓華 平田　佳苗 松井　愛

中学女子の部


