
第６回 近畿少年少⼥空⼿道選⼿権⼤会
  平成３０年１０⽉２８⽇（⽇）

東⼤阪市総合体育館
種⽬

1 個⼈形競技 ⼩学１年⽣男⼦ 濱澤  慧哉 兵庫 神川  悟 兵庫 森本  琳久 ⼤阪 杉⼭  奏太 兵庫 ⾓本  佑記 ⼤阪 ⼭中  歩夢 奈良 阿部  ⽃海 ⼤阪 藤本  ⿓玖 ⼤阪

2 個⼈形競技 ⼩学２年⽣男⼦ 中⼭  鉄將 ⼤阪 中⾕  慶良 兵庫 中⻄  誠慈 京都 平井  翔空 ⼤阪 外⼭  翔太郎 奈良 堀  快⼠ ⼤阪 杉⼭  晴輝 京都 北沖  佐尉 滋賀

3 個⼈形競技 ⼩学３年⽣男⼦ 中⻄  悠太 ⼤阪 古瀬  葉椰 ⼤阪 宮﨑  勝太 兵庫 内城  颯良 ⼤阪 ⼭野  稜真 兵庫 村上  太陽 ⼤阪 吉⽥  将真 和歌⼭ ⾕⼝  鉄慎 兵庫

4 個⼈形競技 ⼩学４年⽣男⼦ 濱澤 武⿓ 兵庫 越乢 伊吹 兵庫 若林 俐⻘ 京都 ⼋⽥ 航太郎 京都 花光 奏汰 ⼤阪 三好 雄也 奈良 ⾚井 翔 京都 ⿂⾕ 侑輝 ⼤阪

5 個⼈形競技 ⼩学５年⽣男⼦ ⻨⾕ 亮英 京都 ⾼⾒ 和跳 ⼤阪 古瀬 葉琉 ⼤阪 ⽵村 ⾄右 ⼤阪 久保 観汰 ⼤阪 ⽥井 滉泰 京都 清⽔ 慈英 兵庫 池⽥ 真芭 ⼤阪

6 個⼈形競技 ⼩学６年⽣男⼦ ⽣駒  明⽇紀 和歌⼭ ⿇⽣  仁元 ⼤阪 岩⽥  慧 京都 上⼭  元希 兵庫 ⾠⺒  蓮桜 京都 宮脇  貫太 京都 張道  宗⼤郎 和歌⼭ ⻑井  悠 京都

7 個⼈形競技 ⼩学１年⽣⼥⼦ ⻄向  千珠 兵庫 村上  未来 ⼤阪 福岡  琉⼼ 兵庫 中⻄  梨乃 ⼤阪 藤本  侑⼦ 京都 有本  莉⾳ 兵庫 斎藤  朱花 ⼤阪 張道  柚希 和歌⼭

8 個⼈形競技 ⼩学２年⽣⼥⼦ ⻨⾕ 杏莉 京都 安藤 こはる 兵庫 柳瀬 恵⾐ ⼤阪 ⼩林 永和 京都 野出 慈希 ⼤阪 中川 璃紗 兵庫 東⾵平 梨沙 ⼤阪 栗林 希実 奈良

9 個⼈形競技 ⼩学３年⽣⼥⼦ 奥村  和叶 京都 ⼭⼝  陽彩 兵庫 達川  実咲 兵庫 安藤  なのは 兵庫 ⼩楠  あやめ 京都 中村  ⼼寧 京都 峯⼭  愛依梨 ⼤阪 森  陽菜 京都

10 個⼈形競技 ⼩学４年⽣⼥⼦ ⼭本  真央 ⼤阪 ⽣駒  歩来 和歌⼭ 伊﨑  栞 滋賀 ⻑井  愛 京都 松野  恵那 兵庫 宮島  瑚都乃 京都 安井  綾⾹ ⼤阪 北村  七海 ⼤阪

11 個⼈形競技 ⼩学５年⽣⼥⼦ 福岡  瑚⼼ 兵庫 内城  結愛 ⼤阪 澤⽊  ⽉椛 京都 森  絢愛 ⼤阪 梶⾕  亜⽮ 兵庫 市橋  りりか ⼤阪 宇陀  実玖 奈良 吉川  奈那 兵庫

12 個⼈形競技 ⼩学６年⽣⼥⼦ ⽮野  杏純 ⼤阪 上垣  実聖 兵庫 宮下  美咲 京都 森  ⼼優 ⼤阪 ⼋⽥  真名 京都 後藤  優奈 滋賀 北村  華桜⾥ ⼤阪 仁志  星来 兵庫

13 個⼈組⼿競技 ⼩学１年⽣男⼦ 渡部  叶成 滋賀 峯岡  颯祐 ⼤阪 ⻄井  愛地 ⼤阪 公⼿  翔海 兵庫 岡本  幸晟 京都 ⼭本  卯⽉ 滋賀 斎藤  鉄将 ⼤阪 ⻑崎  翔星 ⼤阪

14 個⼈組⼿競技 ⼩学２年⽣男⼦ 岸本  愛介 兵庫 井  来晟 奈良 ⻄⼝  凜 京都 ⾚尾  春哉 兵庫 村上  蔵ノ助 奈良 中村  ⽃哉 ⼤阪 平林  ⼤空 京都 ⽩⽊  啓太 和歌⼭

15 個⼈組⼿競技 ⼩学３年⽣男⼦ ⽮倉  駕武 ⼤阪 三⽊  雅統 京都 船⼾  仁 ⼤阪 ⼭本  ⿎童 滋賀 三河  珀 京都 江村  優貴也 奈良 坂⼝  仁 兵庫 ⼭崎  未翔 京都

16 個⼈組⼿競技 ⼩学４年⽣男⼦ 辻野  泰基 ⼤阪 森  海璃 ⼤阪 﨑中  舜⽮ ⼤阪 北橋  琉 京都 星野  ⿓成 兵庫 橘⾼  瑠希 奈良 岩松  範⽃ 兵庫 平⽊  智⼤ 和歌⼭

17 個⼈組⼿競技 ⼩学５年⽣男⼦ ⼤館  瑠唯 ⼤阪 平⼭  ⼤愛 ⼤阪 ⻄⼭  三雲 兵庫 杉⼭  春樹 兵庫 宮﨑  七緒 兵庫 細井  ⼤志 滋賀 吉福  啓 ⼤阪 渡部  空夢 滋賀

18 個⼈組⼿競技 ⼩学６年⽣男⼦ 河村  啓太郎 京都 ⼭元  鉄⼼ 滋賀 宮下  遼太郎 ⼤阪 岸本  ⽇向 兵庫 ⽔野  温⽃ 奈良 久保  凛空 奈良 ⽯澤  育空 兵庫 ⻄川  遥輝 京都

19 個⼈組⼿競技 ⼩学１年⽣⼥⼦ ⽥村  晶華 ⼤阪 寺⻄  叶 滋賀 佐光  愛⽻ ⼤阪 ⾦丸  空⽲ 京都 髙橋  寿々菜 奈良 掘内  陽咲 奈良 江川  真梨⼦ 和歌⼭ 松岡  凛⾳ 京都

20 個⼈組⼿競技 ⼩学２年⽣⼥⼦ 森本  あかり 兵庫 ⼤⼭  恵和 兵庫 櫻井  彩葉 京都 ⼭﨑  瑞⽉ 京都 藤⽥  埜瑠 兵庫 平⼭  倖愛 ⼤阪 松岡  菜⽉美 奈良 吉⽥  茉世 和歌⼭

21 個⼈組⼿競技 ⼩学３年⽣⼥⼦ 永⽥  莉⼦ ⼤阪 宮脇  紡 京都 嶋⽥  暖 京都 村⽥  菜花 京都 有⽥  こころ 兵庫 ⽵⼝  聖桜 ⼤阪 蓮池  楓 兵庫 三村  真央 兵庫

22 個⼈組⼿競技 ⼩学４年⽣⼥⼦ ⼤⼭  友涼季 ⼤阪 ⽯井  優夏 ⼤阪 内藤  柚希 ⼤阪 松下  真⼼ 和歌⼭ 岡本  明花⾳ 京都 東⽥  結⽻ 奈良 河野  愛華 兵庫 永井  杏 奈良

23 個⼈組⼿競技 ⼩学５年⽣⼥⼦ ⼭﨑  梓⼼ ⼤阪 森下  あやめ ⼤阪 ⻄本  真琴 奈良 森⼝  紗奈 奈良 ⼭⼝  夢琉 京都 南原  莉桜 ⼤阪 ⽵内  碧実 兵庫 岡本  璃⾳ 京都

24 個⼈組⼿競技 ⼩学６年⽣⼥⼦ 池⽥  彩咲 ⼤阪 内⽥  智菜 ⼤阪 薮⽥  優⾳ 京都 ⻑嶋  真央 和歌⼭ 菅沼  夢叶 滋賀 本⽥  ⼀華 ⼤阪 百⽥  美秋 京都 ⽵綱  万葉 ⼤阪

25 ⼩学⽣男⼦ 団体組⼿競技

26 ⼩学⽣⼥⼦ 団体組⼿競技

３位 ３位 優秀選⼿ 優秀選⼿ 優秀選⼿ 優秀選⼿

兵庫 ⼤阪 和歌⼭ 滋賀 奈良 京都

優勝 準優勝

京都 ⼤阪 和歌⼭ 兵庫 奈良 滋賀


