
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロックユース育成マネージャー 兵庫県 1 奈良県

2 ブロック・カテゴリー別ユース育成マネージャー 大阪府 2 奈良県

3 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 大阪府 3 奈良県 奈良県立畝傍高校

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 京都府 4 和歌山県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 兵庫県 5 和歌山県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 奈良県 6 大阪府 大阪学院大学高校

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 和歌山県 7 大阪府 大阪学院大学高校

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 滋賀県 8 大阪府

9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 京都府 9 大阪府

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 10 大阪府 大阪府立北野高校

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 11 大阪府 箕面自由学園高校

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 12 大阪府 大阪電気通信大学高校

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 13 大阪府

14 ブロック事務担当者 滋賀県 14 兵庫県

15 兵庫県

16 兵庫県

17 兵庫県

18 京都府

19 京都府

20 京都府

21 京都府

22 京都府

23 京都府

24 京都府

25 滋賀県

26 滋賀県

27 滋賀県

28 滋賀県

納土　修汰 洛南高校

小西　大輝 京都府立鳥羽高校

横田　慎之輔 光泉高校

種子田　孝彦 滋賀県立草津高校

武田　大輔 滋賀県立彦根西翔館高校

福元　直樹 滋賀県立東大津高校

伊庭本　光輝 滋賀県立瀬田工業高校

西村　晴人 滋賀県立草津東高校

笹山　陸 洛南高校

飯尾　文哉 洛南高校

東　裕介 光泉高校

吉田　竜丸 東山高校

狩野　晧介 東山高校

藤井　量斗 東山高校

多田　龍太郎 報徳学園高校

岸本　淳志 神戸市立科学技術高校

井口　颯一郎 神戸村野工業高校

河村　治希

新堂　雄大 大阪桐蔭高校

藤本　翔己 育英高校

園田　明彦 滋賀県立瀬田工業高校 武田　康生

宮内　聖人望月　健司 滋賀県立八幡工業高校

前川　慎輔 滋賀県立彦根工業高校 北條　海樹 関西福祉大学金光藤蔭高校

福嶋　一夫 京都府立鳥羽高校 藤村　貴記 阪南大学高校

中窪　譲 大和高田市立高田商業高校 高田　知毅

児玉　昌比古 和歌山県立和歌山北高校 金田　龍弥

西田　和史 京都府立山城高校 坂本　龍平 初芝橋本高校

下里　修嗣 兵庫県立芦屋高校 小浦　利輝 和歌山県立和歌山工業高校

西寺　重信 淀川工科高校 　村上　起哉 天理高校

高橋　渉 大阪学院大学高校 福森　広周
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山戸　英二 西宮香風高校 森田　拓磨 奈良育英高校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 ブロック・カテゴリー別ユース育成コーチ 和歌山県 1 奈良県

2 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 京都府 2 奈良県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 大阪府 3 奈良県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 兵庫県 4 和歌山県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 奈良県 5 和歌山県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 滋賀県 6 大阪府

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 大阪府 7 大阪府

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 兵庫県 8 大阪府

9 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 奈良県 9 大阪府

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 10 大阪府

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 11 大阪府

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 12 大阪府

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 滋賀県 13 大阪府

14 ブロック事務担当者 滋賀県 14 大阪府

15 兵庫県

16 兵庫県

17 京都府 京都精華学園高校

18 京都府 京都精華学園高校

19 京都府

20 京都府

21 京都府 京都すばる高校

22 京都府 京都すばる高校

23 滋賀県

24 滋賀県

紫野高校

紫野高校

高木　愛実 滋賀短期大学附属高校

山中　のぞみ 滋賀県立草津東高校

山中　理夫 滋賀県立石山高校

北居　雅 滋賀県立石部高校

照岡　祥子 滋賀県立守山高校

田口　崇 滋賀県立石部高校

東島　奏 奈良県立奈良情報商業高校

阪本　真希

桑原　晶華

福田　奈々

南部　多咲

山本　静花

中原　涼那

地藏　天音 東大阪市立日新高校

西原　万莉乃 兵庫県立鳴尾高校

西川　奈津子 尼崎市立尼崎高校

梅田　彩香 大阪薫英女学院高校

福島　梓 大阪薫英女学院高校

北川　聖 大阪薫英女学院高校

栗山　和真 羽衣学園高校

竹原　レイラ 大阪桐蔭高校

中大路　文 兵庫県立伊丹高校

峰晴　寿音 大阪薫英女学院高校戸島　康博 滋賀県立瀬田工業高校

川﨑　弘策 奈良文化高校

小田垣　李奈 大阪桐蔭高校

廣沢　洋平 滋賀県立草津東高校

永井　唯菜 大阪桐蔭高校

三差　政利 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高校 

堀口　葵衣 和歌山信愛高校

榊原　啓貴 神戸龍谷高校

鈴木　妃乃 大阪桐蔭高校

宮本　浩次 和歌山信愛高校

大吉　まな 奈良文化高校

吉田　聡 京都市立紫野高校

本田　希歩 和歌山信愛高校

前野　花帆 奈良文化高校

氏名 所属

石垣　茜音 奈良文化高校
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