
男子

A 堺上 今宮工科 佐野工科 農芸 西成 勝数（得失点） 順位

堺上 ×51-57 ○71-53 ○20-0 ○88-72 ３勝１敗 2
今宮工科 ○57-51 ○73-54 ○20-0 ○79-49 ４勝 1
佐野工科 ×53-71 ×54-73 ○20-0 ○71-66 ２勝２敗 3
農芸 ×0-20 ×0-20 ×0-20 ×0-20 棄権
西成 ×72-88 ×49-79 ×66-71 ○20-0 １勝３敗 4
B 高石 和泉総合 福泉 日根野 勝数（得失点） 順位
高石 ○20-0 ○112-46 ○77-58 3勝 1
和泉総合 ×0-20 ×0-20 ×0-20 3敗 4
福泉 ×46-112 ○20-0 ○77-68 2勝1敗 2
日根野 ×58-77 ○20-0 ×68-77 1勝2敗 3
C 和泉 堺東 阪南 教育センター 堺 勝数（得失点） 順位

和泉 ○79-54 ×48-74 ×48-73 ×70-76 １勝３敗 4

堺東 ×54-79 ×66-75 ×60-87 ×71-79 ４敗 5

阪南 ○74-48 ○75-66 ×62-66 ○89-57 ３勝１敗 2

教育センター ○73-48 ○87-60 ○66-62 ○84-60 ４勝 1

堺 ○76-70 ○79-71 ×57-89 ×60-84 ２勝２敗 3

D 泉大津 伯太 鳳 登美丘 勝数（得失点） 順位
泉大津 ○48-29 ×55-63 ○68-31 ２勝１敗 2

伯太 ×29-48 ×62-94 ×54-79 ３敗 4

鳳 ○63-55 ○94-62 ○75-55 ３勝 1

登美丘 ×38-68 ○79-54 ×55-75 １勝２敗 3

E 貝塚 狭山 泉陽 三国丘 勝数（得失点） 順位

貝塚 ○69-55 ×89-91 ×61-86 １勝２敗 3

狭山 ×55-69 ×49-67 ×49-77 ３敗 4

泉陽 ○91-89 ○67-49 ○56-54 ３勝 1

三国丘 ○86-61 ○77-49 ×54-56 ２勝１敗 2

F 今宮 金岡 貝塚南 住吉 勝数（得失点） 順位
今宮 ×45-84 ○59-37 ×52-58 １勝２敗
金岡 ○84-45 ○82-49 ○94-59 ３勝 1
貝塚南 ×37-59 ×49-82 ○82-80 １勝２敗
住吉 ○58-52 ×59-94 ×80-82 １勝２敗
G 泉鳥取 りんくう翔南 長野北 美原 堺西 勝数（得失点） 順位

泉鳥取 ○109-71 ○111-57 ○78-55 ○69-68 ４勝 1
りんくう翔南 ×71-109 ○74-69 ×72-76 ×51-87 １勝３敗 4
長野北 ×57-111 ×69-74 ×64-86 ×53-79 ４敗 5

美原 ×55-78 ○76-72 ○86-64 ○61-59 ３勝１敗 2

堺西 ×68-69 ○87-51 ○79-53 ×59-61 ２勝２敗 3

H 岸和田 東百舌鳥 堺工科 成美 住吉商業 勝数（得失点） 順位

岸和田 ○96-38 ○92-38 ○93-24 ○115-30 4勝 1

東百舌鳥 ×38-96 ○67-59 ○59-34 ○50-39 3勝1敗 2

堺工科 ×38-92 ×59-67 ○72-46 ○56-37 2勝2敗 3
成美 ×24-93 ×34-59 ×46-72 ○45-42 1勝3敗 4

住吉商業 ×30-115 ×39-50 ×37-56 ×42-45 4敗 5
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女子

Aブロック 信太 久米田 高石 三国丘 阪南 勝数（得失点） 順位

信太 ○71-54 ○73-57 ○81-57 ○78-39 4勝 1
久米田 ×54-71 ×51-97 ×52-56 ○78-63 1勝3敗 3
高石 ×57-73 ○97-51 ○67-50 ○74-51 3勝1敗 2
三国丘 ×57-81 ○56-52 ×50-67 ×40-58 1勝3敗 3
阪南 ×39-78 ×63-78 ×51-74 ○58-40 1勝3敗 3
Bブロック 今宮 堺上 福泉 成美 鳳 勝数（得失点） 順位
今宮 ×45-49 ○54-31 ×45-53 ○53-41 2勝2敗 3
堺上 ○49-45 ○100-41 ○68-54 ○57-38 4勝 1
福泉 ×31-54 ×41-100 ×24-104 ×39-78 4敗 5
成美 ○53-45 ×54-68 ○104-24 ○87-41 3勝1敗 2
鳳 ×41-53 ×38-57 ○78-39 ×41-87 1勝3敗 4

Cブロック 岸和田 泉大津 堺東 貝塚南 勝数（得失点） 順位

岸和田 ○61-48 ×43-73 ×30-99 1勝2敗 3

泉大津 ×48-61 ×42-77 ×38-83 3敗 4

堺東 ○73-43 ○77-42 ×51-69 2勝1敗 2

貝塚南 ○99-30 ○83-38 ○69-51 3勝 1

Dブロック 岸和田産業 東百舌鳥 狭山 農芸 勝数（得失点） 順位
岸和田産業 ×60-66 ×33-54 ○20-0 1勝3敗 3

東百舌鳥 ○66-60 ×29-68 ○87-47 2勝2敗 2

狭山 ○54-33 ○68-29 ○20-0 3勝 1

農芸 ×0-20 ×47-87 ×0-20 3敗 4

Eブロック 住吉 伯太 教育センター 住吉商業 勝数（得失点） 順位

住吉 ○80-27 ×31-89 ○54-43 2勝1敗 2

伯太 ×27-80 ×24-84 ○20-0 1勝2敗 3

教育センター ○89-31 ○84-24 ○71-38 3勝 1

住吉商業 ×43-54 ×0-20 ×38-71 3敗 4
Fブロック 和泉 貝塚 泉陽 日根野 佐野 勝数（得失点） 順位
和泉 ○68-55 ○66-46 ○65-38 ○66-40 4勝 1
貝塚 ×55-68 ○73-41 ○98-50 ○45-41 3勝1敗 2
泉陽 ×46-66 ×41-73 ○54-53 ○51-40 2勝2敗 3
日根野 ×38-65 ×50-98 ×53-54 ×36-53 4敗 5
佐野 ×40-66 ×41-45 ×40-51 ○53-36 1勝3敗 4

総得点 総失点 ゴールアベレージ ワイルド1位 成美
Aブロック 高石 295 225 1.311111111 ワイルド2位 貝塚
Bブロック 成美 296 178 1.662921348

Cブロック 堺東 201 154 1.305194805

Dブロック 東百舌鳥 182 175 1.04

Eブロック 住吉 165 159 1.037735849

Fブロック 貝塚 271 200 1.355

ワイルドカード
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男子

泉北 高石 今宮工科 勝数 順位

泉北 ○１１２－３６ ○７０-３９ ２勝 1
高石 ×３６－１１２ ○８２-４９ １勝１敗 2
今宮工科 ×３９－７０ ×４９-８２ ２敗 3

佐野 教育センター 鳳 勝数 順位
佐野 ○６７-６６ ×４９-９４ １勝１敗 2

教育センター ×６６-６７ ×７１-７３ ２敗 3
鳳 ○９４－４９ ○７３－７１ ２勝 1

信太 泉陽 金岡 勝数 順位
信太 ○７１-５８ ○９０－６２ ２勝 1

泉陽 ×５８－７１ ×４２－６７ ２敗 3

金岡 ×６２－９０ ○６７－４２ １勝１敗 2

久米田 泉鳥取 岸和田 勝数 順位

久米田 ○５３－４６ ×４５－７５ １勝１敗 2

泉鳥取 ×４６－５３ ×４７－６５ ２敗 3
岸和田 ○７５－４５ ○６５－４７ ２勝 1

女子

泉北 信太 貝塚 勝数 順位

泉北 ○７６-４９ ○１０９-２９ ２勝 1
信太 ×４９-７６ ○７３-６３ １勝１敗 2
貝塚 ×２９-１０９ ×６３-７３ ２敗 3

堺西 堺上 貝塚南 勝数 順位
堺西 ○７４-５４ ×４０-８２ １勝１敗 2
堺上 ×５４-７４ ×３９-９１ ２敗 3
貝塚南 ○８２-４０ ○９１-３９ ２勝 1

登美丘 狭山 教育センター 勝数 順位
登美丘 ○６１-３９ ○６１-４７ ２勝 1

狭山 ×３９－６１ ×４６－７６ ２敗 3

教育センター ×４７－６１ ○７６－４６ １勝１敗 2

金岡 和泉 成美 勝数 順位

金岡 ○６８－６３ ○１００－４６ ２勝 1

和泉 ×６３－６８ ○５８－５２ １勝１敗 2
成美 ×４６－１００ ×５２－５８ ２敗 3
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堺上・金岡

ワイルドカードチーム

２次予選進出・決勝トーナメント進出チーム

貝塚

教育センター 泉陽

住吉商業 日根野

佐野

Eブロック Fブロック
＊各ブロック２位のチームの中でゴールアベレー
ジ
上位2チームがワイルドカードとして決勝トーナメン
トに出場する。

住吉 和泉

伯太
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泉大津 東百舌鳥
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狭山 金岡 りんくう翔南 東百舌鳥
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