
第４０回大阪府小学生空手道選手権大会

平成２９年５月７日（日）午前９時３０

試 合 結 果 報 告 書

優勝 ２位 ３位 優 　  秀 　  選  　 手No 競 技 種 目

大阪府空手道連盟

３位

中下礼優 中村斗哉 森川小徹 上村圭人 中村龍介月田龍斗1 江阪隼斗
(東大阪) (箕面) (枚方)

組手小学男子1年の部
(高槻) (寝屋川) (八尾) (大阪)(岸和田)

近藤伸次

宮木寛冬 古瀬葉椰 相川瑠絆 船戸　仁 武市息吹村上太陽2 舩井亮侍
(大阪) (大阪) (吹田)

組手小学男子2年の部
(堺) (大阪) (堺) (大阪)(堺)

横山利貴

下地琉義 田上恵三 佐々木憧太 森　元希 杉本賢太郎辻野泰基3 本多光翔
(吹田) (高槻) (高石)

組手小学男子3年の部
(堺) (東大阪) (大阪) (東大阪)(大阪)

辻本隆志

福島樹稀 堀内歩武 高本祐輝 笹部宗熙 水野慎己大館瑠唯4 古瀬葉琉
(東大阪) (大阪) (松原)

組手小学男子4年の部
(大阪) (柏原) (大阪) (松原)(吹田)

西川大雅

武田陸生 中島汰尊 宮下遼太郎 中下祈留 五味　蓮守井櫂志5 白井大誠
(堺) (大阪) (箕面)

組手小学男子5年の部
(大阪) (大阪) (箕面) (大阪)(岸和田)

福島夏樹

尾崎智輝 船戸来輝 笠谷純平 野口琉偉 公文夢大島　偉介6 井伊琳哉
(大阪) (大阪) (堺)

組手小学男子6年の部
(東大阪) (大阪) (豊中) (東大阪)(大阪)

夏田晄聡

山下ひかり 辻野楓佳 白石陽菜乃 萬岡妃瑠 大倉結羽平山倖愛7 富永愛唯
(大阪) (堺) (吹田)

組手小学女子1年の部
(大阪) (東大阪) (寝屋川) (大阪)(大阪)

木内愛菜

宮下菜穂 西川　温 竹口聖桜 前田紫音 中西　凛永田莉子8 大竹紗愛
(大阪) (大阪) (大阪)

組手小学女子2年の部
(大阪) (大阪) (大阪) (高槻)(大阪)

上岡陽葵

川原田陽和 大山友涼季 石井優夏 塚尾日和 花山桃葉南原七海9 西村花歩
(堺) (松原) (堺)

組手小学女子3年の部
(大阪) (豊中) (東大阪) (寝屋川)(大阪)

城本優月

森下あやめ 高橋希々可 佐野藍季 櫻井七海 南原莉桜山﨑梓心10 鈴木沙彩
(大阪) (大阪) (大阪)

組手小学女子4年の部
(大阪) (大阪) (大阪) (堺)(堺)

市橋りりか

池田彩咲 内田智菜 板﨑里桜 霜野由弥 齊藤桃加竹綱万葉11 酒井麻央
(大阪) (堺) (枚方)

組手小学女子5年の部
(大阪) (東大阪) (和泉) (大阪)(岸和田)

本多一華

崎中れな 山本真由 髙嶋弥世 細見捺貴 古瀬智菜馬場瑠凜12 松元愛真
(堺) (大阪) (吹田)

組手小学女子6年の部
(堺) (吹田) (大阪) (吹田)(大阪)

田中菜の羽

中野益気 植松陸央 西川哲平 堀　快士 西野雅陽中下礼優13 溝端啓真
(箕面) (大阪) (堺)

形小学男子1年の部
(吹田) (茨木) (吹田) (大阪)(泉大津)

岡本樹希

古瀬葉椰 紀井健琉 坂本爽空 小川拓海 石下瑛大桑波田世那14 芦塚　巧
(大阪) (吹田) (寝屋川)

形小学男子2年の部
(和泉) (松原) (大阪) (堺)(東大阪)

栗林克弥

播本奏人 角本克記 安達崇史 生野和志 岸　秀真坂本旺太15 辻野泰基
(箕面) (松原) (八尾)

形小学男子3年の部
(池田) (大阪) (大阪) (泉佐野)(吹田)

柴田大輝

吉福　啓 新山裕陽弥 多田空生 高見和跳 熊谷幹太朗竹村至右16 古瀬葉琉
(松原) (寝屋川) (箕面)

形小学男子4年の部
(寝屋川) (松原) (吹田) (豊中)(吹田)

赤嵜伊織

中下祈留 中島汰尊 山口　快 麻生仁元 豆野虎太郎藤　志門17 花山直汰
(堺) (箕面) (箕面)

形小学男子5年の部
(寝屋川) (豊中) (八尾) (高槻)(寝屋川)

萬岡珀玖

岡本朱良 井伊琳哉 土居広大 田渕涼介 後藤優我三谷幸大18 光本翔太
(大阪) (吹田) (大阪)

形小学男子6年の部
(堺) (八尾) (四条畷) (吹田)(松原)

藤田　煌

東風平梨沙 柳瀬恵衣 中杉　誉 森本知奈美 山下ひかり萬岡妃瑠19 松野衣純
(寝屋川) (大阪) (大阪)

形小学女子1年の部
(堺) (寝屋川) (三島) (堺)(松原)

武田英莉

峯山愛依梨 南野愛琳 田中てん 松本美織 北川結梨西川　温20 十河実咲
(大阪) (八尾) (交野)

形小学女子2年の部
(池田) (大阪) (大阪) (高槻)(堺)

田中詩和

石井優夏 伊藤わかな 志水八千乃 森本彩友美 北村七海山本真央21 花山桃葉
(吹田) (豊中) (吹田)

形小学女子3年の部
(豊中) (松原) (三島) (吹田)(寝屋川)

井上郁花

内城結愛 森　絢愛 古屋颯良 濱嵜　葵 市橋りりか前園ひな香22 岩崎里桜
(羽曳野) (吹田) (大阪)

形小学女子4年の部
(泉大津) (大阪) (八尾) (大阪)(大阪)

溝端彩恵

森　心優 伊藤ひなの 宇都宮翼紗 南場美結 小島七海中谷　光23 高見夏凜
(堺) (高槻) (吹田)

形小学女子5年の部
(堺) (池田) (堺) (羽曳野)(吹田)

矢野杏純

砂田妃縁 山本真由 髙嶋弥世 相川沙耶 久保瑛子古瀬智菜24 松宮千夏海
(吹田) (大阪) (吹田)

形小学女子6年の部
(寝屋川) (吹田) (茨木) (豊中)(羽曳野)

吉村理恵

大阪Ａ 吹田Ａ吹田Ｂ25
(吹田) (大阪) (吹田)

形小学団体の部
(八尾)

八尾Ｃ


