
　１． 榊　優太 １８． 福島　弘晃

( 枚方市 ) ( 吹田市 )

　２． 矢田　大河 １９． 大石　朔太

( 高槻市 ) ( 茨木市 )

　３． 松下　明良 ２０． 琴寄　翔太

( 茨木市 ) ( 枚方市 )

　４． 三浦　幸太郎 ２１． 神谷　翔太郎

( 大東市 ) ( 茨木市 )

　５． 角尾　柊哉 ２２． 本山　知苑

( 大阪市 ) ( 枚方市 )

　６． 寺前　匠真 ２３． 福住　真芽

( 茨木市 ) ( 茨木市 )

　７． 名井　裕亮 ２４． 山内　颯介

( 枚方市 ) ( 枚方市 )

　８． 福島　正晃 ２５． 鈴木　琉斗

( 吹田市 ) ( 堺市 )

　９． 諸岡　修志 ２６． 永田　瞬

( 京田辺市 ) ( 堺市 )

１０． 琴寄　光貴 ２７． 坂根　瑛太

( 枚方市 ) ( 東大阪市 )

１１． 金山　幹 ２８． 福住　旺芽

( 茨木市 ) ( 茨木市 )

１２． 嘉本　柊 ２９． 鮫島　大志

( 羽曳野市 ) ( 豊中市 )

１３． 相澤　和人 ３０． 佐藤　凛弥

( 茨木市 ) ( 枚方市 )

１４． 山脇　悠哉 ３１． 魚谷　悠人

( 高槻市 ) ( 高槻市 )

１５． 尾道　正章 ３２． 荒井　陽希

( 枚方市 ) ( 大阪市 )

１６． 遊川　大和 ３３． ＢＹĒ

( 東大阪市 )

１７． 義家　充樹 ３４． 村上　陸

( 吹田市 ) ( 枚方市 )

９時集合

１１歳以下　男子シングルス

（三　位）

（準優勝）

（優勝）

 



　１． 浜本　直弥 ２１． 坂本　連太郎

(大阪市) ( 吹田市 )

　２． 中川　誠太 ２２． ＢＹĒ

(茨木市)

　３． 堀　　恭一朗 ２３． 谷　　朝陽

(枚方市) (東大阪市)

　４． 森本　空羽 ２４． 松野　公彦

( 吹田市 ) (高槻市)

　５． 赤澤　　聡 ２５． 山﨑　慧洋

(東大阪市) (茨木市)

　６． 雲北　隆介 ２６． 河口　達哉

(茨木市) . (枚方市)

　７． 村田　慧丞 ２７． 木下　誠也

(豊中市) (茨木市)

　８． 村田　滉明 ２８． 小守　大地

(交野市) (寝屋川市)

　９． 宇都宮　悠人 ２９． 福原　瑞大

(高槻市) ( 吹田市 )

１０． 藤淵　賢太 ３０． 竹本　洋

(枚方市) (豊中市)

１１． 丸岡　草太 ３１． 神野　歩夢

(交野市) (門真市)

１２． 大門　律貴 ３２． ＢＹĒ

(京都市)

１３． 矢部　颯人 ３３． 重松　拓真

(茨木市) (茨木市)

１４． 明石　悠希 ３４． 孫﨑　佑

(高槻市) (東大阪市)

１５． 西野　海璃 ３５． 中西　彬人

(大阪市) (枚方市)

１６． 江本　　湧 ３６． 綿谷　佳樹

(茨木市) . (大阪市)

１７． 山下　皓也 ３７． 松本　大輝

(枚方市) (大東市)

１８． 多田　怜正 ３８．和田　力輝也

(東大阪市) (茨木市)

１９． ＢＹĒ ３９． 世俵　諒也

(豊中市)

２０． 立野　貴章 ４０． 米地　朔生

(豊中市) (交野市)

　１３歳以下　男子シングルス

（優勝）

　（準優勝）

  （三　位）

９時集合 



　１． 大久保　拓海 １７． 横山　豪一

（守口市） （芦屋市）　

　２． ＢＹĒ １８． 成田　遥喜

（茨木市）

　３． 小野木　輝 １９． 奥田　侑輝

（枚方市） （京都市）

　４． 渡部　篤弥 ２０． 山本　蒼太朗

（西宮市） （枚方市）

　５． 浜野　伸一 ２１． 近藤　慎太郎

（西宮市） （豊中市）

　６． 田中　瑠依人 ２２． 西林　　隼

（高槻市） （宝塚市）

　７． 園田　至偲 ２３． 高橋　海聖

（草津市） （守口市）

　８． 藤井　律斗 ２４． 河口　佳晃

（吹田市） （枚方市）

　９． 小田　泰斗 ２５． 宮崎　怜

（交野市） （京都市）　

１０． 西田　雄哉 ２６． 溝口　夏生

（尼崎市） （摂津市）

１１． 山元　勇佑 ２７． 朝長　大智

（西宮市） （伊丹市）

１２． 高木　知輝 ２８． 牧之段　宏介

（川西市） （長岡京市）

１３． 横山　直輝 ２９． 山本　恭也

（枚方市） （大阪市）

１４． 木原　　健 ３０． 吉田　爽馬

（吹田市） （草津市）

１５． 森　　崇樹 ３１． 武田　歩夢

（高槻市） （宝塚市）

１６． 坪井　雅之 ３２． 高橋　彈

（豊中市） （交野市）

　1５歳以下　男子シングルス

（優勝）

（準優勝）

（三　位）

９時集合 


