
【豊能地区】 【三島地区】

登録チーム名 中学校名 登録チーム名 中学校名

豊中十三ＦＣ 豊中市立第１３中学校 茨木西Ｆ．Ｃ． 茨木市立茨木西中学校

池田ＦＣ 池田市立池田中学校 ９ＦＣ高槻 高槻市立第９中学校

渋谷ＦＣ 池田市立渋谷中学校 阿武野ＦＣ 高槻市立阿武野中学校

ＴＯＹＯＮＡＫＡ　１ 豊中市立第一中学校 ＳＥＴＴＳＵ　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　Ｆ．Ｃ． 摂津市立第１中学校

豊中市立第九中学校 豊中市立第九中学校 高槻北グリーンクラブ高２ＦＣ 高槻市立第２中学校

箕面市立第四中学校 箕面市立第四中学校 西陵ＦＣ 茨木市立西陵中学校

箕面市立第五中学校 箕面市立第五中学校 高槻第八サッカークラブ 高槻市立第８中学校

箕面市立第六中学校 箕面市立第六中学校 佐井寺FC 吹田市立佐井寺中学校

ＴＯＹＯＮＡＫＡ　５　ＦＣ 豊中市立第五中学校 関西大学第一中学校 関西大学第一中学校

箕面市立第二中学校 箕面市立第二中学校 ＦＣ平田 茨木市立平田中学校

豊中市立第十五中学校 豊中市立第十五中学校 吹田市立第６中学校 吹田市立第６中学校

アサンプション国際中学校サッカー部 アサンプション国際中学校 茨木市立三島中学校 茨木市立三島中学校

ＯＫＵ附属池田中学校 大阪教育大学附属池田中学校 高槻中学校 私立高槻中学校

茨木市立北中学校 茨木市立北中学校

千里丘中学校 吹田市立千里丘中学校

金蘭千里中学校 金蘭千里中学校 

茨木市立太田中学校サッカー部 茨木市立太田中学校

南千里中学校 吹田市立南千里中学校

茨木市立彩都西中学校FC 茨木市立彩都西中学校

高槻４FC 高槻市立第４中学校

【大阪市地区】 【北河内地区】

登録チーム名 中学校名 登録チーム名 中学校名

明星中学校 私立明星中学校 同志社香里ＦＣ 同志社香里中学校

旭陽ＦＣ 大阪市立旭陽中学校 東海大仰星フットボールクラブ 私立　東海大仰星中学校

友渕ＦＣ 大阪市立友渕中学校 常翔啓光学園中学校サッカー部 常翔啓光学園中学校

大阪市立大領中学校 大阪市立大領中学校 FC長尾 枚方市立長尾中学校

横堤中学校サッカー部 大阪市立横堤中学校 Ｆ．Ｃ．ＳＨＯＫＩＴＡ 枚方市立招堤北中学校

南極星ＦＣ（新東淀中） 大阪市立新東淀中学校 関西創価中学校FC 関西創価中学校

玉津ＦＣ 大阪市立玉津中学校 枚方第四ＦＣ 枚方市立第４中学校

茨田北FC 大阪市立茨田北中学校 枚方市立楠葉西中学校 枚方市立楠葉西中学校

天満ＦＣ 大阪市立天満中学校 ネーキューフット 寝屋川市立第９中学校

新北島Jr.Y 大阪市立新北島中学校 寝屋川市立第五中学校 寝屋川市立第五中学校

長吉西ＦＣ 大阪市立長吉西中学校 寝屋川市立第一中学校 寝屋川市立第一中学校

大阪今宮ＦＣ 大阪市立今宮中学校 門真市立第三中学校 門真市立第三中学校

あびなん 大阪市立我孫子南中学校 サダＦＣ 枚方市立蹉跎（さだ）中学校

浪速中学校 私立　浪速中学校 住道中学校 大東市立住道中学校

梅香ＦＣ 大阪市立梅香中学校

鯰江ＦＣ 大阪市立鯰江中学校 【中河内地区】
高倉FC 大阪市立高倉中学校

新北野FC 大阪市立新北野中学校 登録チーム名 中学校名

FC春日出 大阪市立春日出中学校 近大附属ＦＣ 近畿大学附属中学校

大阪市立北稜中学校 大阪市立北稜中学校 ＦＣ曙南 八尾市立曙川南中学校

新生野ＦＣ 大阪市立新生野中学校 縄手南ＦＣ 東大阪市立縄手南中学校

大阪星光学院中学校 私立　大阪星光学院中学校 八尾市立曙川中学校 八尾市立曙川中学校

ＯＳＡＫＡ　ＭＩＮＡＭＩ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ 大阪市立南中学校 東大阪市立英田中学校サッカー部 東大阪市立英田中学校

本庄FC 大阪市立本庄中学校 上之島ＦＣ 八尾市立上之島中学校

大阪市立佃中学校サッカー部 大阪市立佃中学校 八尾サッカークラブ 八尾市立八尾中学校

大阪市立菫中学校 大阪市立菫中学校 大阪朝鮮フットボールクラブ 大阪朝鮮中高級学校

今市ＦＣ 大阪市立今市中学校 布施中学校 東大阪市立布施中学校

開明中学校サッカー部 開明中学校



【南河内地区】 【泉北地区】

登録チーム名 中学校名 登録チーム名 中学校名

藤陽ＦＣ 富田林市立藤陽中学校 MIKITA FC 堺市立美木多中学校 

富田林市立喜志中学校 富田林市立喜志中学校 堺市立長尾中学校サッカー部 堺市立長尾中学校

太子ＦＣ 太子町立中学校 堺市立大浜中学校 堺市立大浜中学校

長野東ＦＣ 河内長野市立東中学校 浜寺南ＦＣ 堺市立浜寺南中学校

大阪狭山市立南中学校 大阪狭山市立南中学校 庭代台中学校 堺市立庭代台中学校

河内長野市立長野中学校サッカー部 河内長野市立長野中学校 帝塚山泉ヶ丘中学校ＦＣ 帝塚山泉ヶ丘中

河内長野市立加賀田中学校 河内長野市立加賀田中学校 清風南海ＦＣ 私立　清風南海中学校

富田林第一中学校 富田林市立第一中学校 泉大津市立誠風中学校 泉大津市立誠風中学校

高鷲中学校 羽曳野市立高鷲南中学校 堺市立宮山台中学校 堺市立宮山台中学校

狭山第三中学校 大阪狭山市立第三中学校 三原台ＦＣ 堺市立三原台中学校

中百舌鳥ＦＣ 堺市立中百舌鳥中学校

【泉南地区】 堺市立東百舌鳥中学校 堺市立東百舌鳥中学校

泉大津市立東陽中学校 泉大津市立東陽中学校

登録チーム名 中学校名 信太ＦＣ 和泉市立信太中学校

岸和田市立北中学校 岸和田市立北中学校 陵南中学校 堺市立陵南中学校

泉佐野市立佐野中学校 泉佐野市立佐野中学校 賢明サッカークラブ 賢明中学校

岸城Ｆ．Ｃ． 岸和田市立岸城中学校 五箇荘ＦＣ 堺市立五箇荘中学校

泉佐野市立長南中学校 泉佐野市立長南中学校 赤坂台ＦＣ 堺市立赤坂台中学校

泉佐野市立第三中学校 泉佐野市立第三中学校 初芝立命館中学校サッカー部 初芝立命館中学校

熊取町立熊取南中学校 熊取町立熊取南中学校 深井中央ＦＣ 堺市立深井中央中学校

熊取北ＦＣ 熊取町立熊取北中学校 泉ヶ丘東中学校 堺市市立泉ヶ丘東中学校

阪南市立貝掛中学校 阪南市立貝掛中学校 堺市立金岡南中学校サッカー部 堺市立金岡南中学校

岸和田市立土生中学校 岸和田市立土生中学校 和泉市立和泉中学校 和泉市立和泉中学校

貝塚第三中学校 貝塚市立第三中学校 高石中学校 高石市立高石中学校

泉南市立泉南中学校 泉南市立泉南中学校 高南中学校 高石市立高南中学校 

月州中学校サッカー部 堺市立月州中学校

野田FC 堺市立野田中学校

堺市立旭中学校 堺市立旭中学校

和泉市立南池田中学校 和泉市立南池田中学校

堺市立八田荘中学校 堺市立八田荘中学校

美原西FC 堺市立美原西中学校

深井中学校FC 堺市立深井中学校

福泉FC 堺市立福泉中学校

光明台中学校 和泉市立光明台中学校

三国丘FC 堺市立三国丘中学校

鳳ＦＣ 堺市立鳳中学校


