
試 合 結 果 報 告 書
第５０回大阪府空手道選手権大会

平成２８年９月１８日(日） 大阪府空手道連盟（○囲みの数字ははまなす杯の優先順位）

優勝 ２位 ３位　③ 優　 秀　 選 　手競技種目 ３位　④No

大阪Ａ 大阪Ｃ東大阪 大阪Ｆ
(東大阪) (大阪) (大阪)

府下郡市対抗団体組手
の部 (大阪)

1

伊藤　広矢 松井　康太 川崎　喜生 辰巳　大樹 山本　洋揮南宮　翔太 船橋　武士 西川　晃太
(大阪) (大阪) (大阪)

成年男子組手軽量級の
部 (大阪) (吹田) (大阪) (大阪)(四条畷)

2

南原　誠 葭矢　雄太 高原　孝大 山本　崇之 坂本　勇人岩藤　寿季 宇賀光太郎 井倉　悠太
(松原) (松原) (東大阪)

成年男子組手中量級の
部 (茨木) (松原) (大阪) (大阪)(松原)

3

金内　悠貴 松崎　隆道 富満　孝太 鎌田　祐輔 宮本　崇史浅松　開 桝田　駿介 悦過　大河
(松原) (松原) (豊中)

成年男子組手重量級の
部 (堺) (大阪) (四条畷) (枚方)(大阪)

4

田丸　太郎 奥村隆之介 中村龍太朗 山﨑　拓夢 花山　流星小崎　友碁 仲村渠雄大 矢崎　敦也
(高体連) (東大阪) (大阪)

少年男子組手の部
(高体連) (大阪) (東大阪) (大阪)(大阪)

5

齋藤　一帆 室山　皓奎 石﨑虎多郎 村上　洋斗 丸山　秀馬松村　虎哲 坂中　一平 近藤　世渚
(中空連) (東大阪) (大阪)

中学１年男子組手の部
(堺) (中空連) (大阪) (吹田)(大阪)

6

曽我　修斗 堺　健太 伊藤仁太郎 菅根　陽成 小西　一輝川口　礼温 土井　翼 赤曽部瑞生
(大阪) (堺) (堺)

中学２年男子組手の部
(堺) (堺) (堺) (堺)(大阪)

7

中村虎太郎 土井　翔太 室山　達哉 春名　悠輝 鈴木　大貴石井　翔大 藤田　凌生 日比　裕大
(大阪) (大阪) (堺)

中学３年男子組手の部
(大阪) (大阪) (岸和田) (大阪)(大阪)

8

鈴木　瞳 中村　優歌 辻　夕佳 池原久璃美篠原　渚 藤田　純里 村中　和希
(東大阪) (松原) (大阪)

成年女子組手の部
(東大阪) (堺) (大阪)(松原)

9

木村　果南 佐々木彩加 坂上　果穗 高崎　琴世 辻本　瑠唯松原　夏海 阪上　幸乃 綱谷　柚
(高体連) (松原) (大阪)

少年女子組手の部
(八尾) (東大阪) (高体連) (大阪)(高体連)

10

馬場　須凜 武田　蒼生 丸岡　咲月 河上　志 小早川あゆ清高まりん 松本　星来 米田未沙稀
(大阪) (中空連) (大阪)

中学１年女子組手の部
(大阪) (中空連) (豊中) (堺)(中空連)

11

砂田　依輝 原　寧々風 川口　幸花 阿部　陽菜 浅尾　采音大西　凪 六車　真優 加藤　彩花
(中空連) (大阪) (中空連)

中学２年女子組手の部
(大阪) (大阪) (豊中) (大阪)(堺)

12

森本　莉菜 村上　瑠衣 畑野　真弥 安川　愛実 阪口りりあ久　七海 山本明美瑠 丸山　麿甫
(大阪) (中空連) (堺)

中学３年女子組手の部
(大阪) (寝屋川) (東大阪) (東大阪)(東大阪)

13

堀庭　滉平 大掛　雄太 礒部　稔弘 槇野　大希 宮下　直斗清水　孝羅 有田　聖 今津　俊樹
(大阪) (泉大津) (高槻)

成年男子形の部
(堺) (大阪) (松原) (枚方)(大阪)

14

北口　蓮 松田　竜基 松下　秀助 西方　純博 矢次　陽登中尾　勝美 谷口　璃空 嶽　旺汰
(大阪) (泉大津) (大阪)

少年男子形の部
(寝屋川) (泉大津) (大阪) (大阪)(柏原)

15

宮内　鷹 高野　大勢 置田　唯人 浅井　光稀 中村　俊也望月　勇稀 高尾　隆希 三輪　浩介
(吹田) (貝塚) (池田）

中学１年男子形の部
(中空連) (大阪) (八尾) (堺)(泉大津)

16

椋本　愛輝 木下　隆大 石田　成生 山本　武尊 中野　日向笹原　八海 金子　晟己 山出　央輔
(大阪) (池田） (豊中)

中学２年男子形の部
(和泉) (八尾) (豊中) (門真)(泉大津)

17

日比　裕太 河野　翔希 吉田　龍二 荒井　佳誉笹岡丈流 赤木　皓太 西谷　海人
(豊中) (大阪) (四条畷)

中学３年男子形の部
（交野) (高石) (堺)(泉大津)

18

増尾　美菜 野路　実咲 今安　里砂 野路　愛実 田中　理絵柴原　悦子 髙嶋穂奈美 早川　香菜
(高槻) (羽曳野) （交野)

成年女子形の部
(大阪) (貝塚) （交野) (大阪)（交野)

19

福西　芽生 山下　浩奈 平井衣扶希 森　紗彩 原　理紗子畑山久留実 東　夕稀 椋本　愛美
(高体連) (高槻) (堺)

少年女子形の部
(池田） (泉佐野) (岸和田) (大阪)(池田）

20

小早川あゆ 関本真奈穂 森　遥愛 福永　澪 岡本　瑞樹蛯原　凜夏 野口　優空 田中　香百
(中空連) (堺) (中空連)

中学１年女子形の部
(中空連) (大阪) (大阪) (堺)(中空連)

21

門野　愛可 白川　恵綸 松﨑　華奈 阿部　陽菜 池田　詩音小林　愛佳 田村　紫葵 松下　倖奈
(堺) (中空連) (吹田)

中学２年女子形の部
(大阪) (岸和田) (豊中) （交野)(泉大津)

22

村上　瑠夏 有田　来夢 田渕　七海 小林　美優 駒澤　雪実森本　莉菜 清澄亜依理 青木穂乃香
(中空連) (堺) (堺)

中学３年女子形の部
(堺) (大阪) (東大阪) （交野)(柏原)

23

大阪Ｄ 大阪Ａ 吹田Ａ 豊中Ｂ 中空連Ａ大阪Ｂ 堺Ａ 堺Ｂ
(大阪) (大阪) (大阪)

中学生男女団体組手の
部 (堺) (吹田) (豊中) (中空連)(堺)

24


