
種⽬
1 松原 (松原) 吹田 (吹田)

2 佐藤　魅夢 (松原) 曽我　隼人 (堺) 中川　蓮 (松原) 辰巳　大樹 (大阪) 北村　陽 (吹田) 南宮　翔太 (大阪) 谷川　義喜 (大阪) 篠原　悠哉 (豊中)

3 大滝　隆成 (東大阪) 中野　大輝 (東大阪) 竹内　隆 (吹田) 東口　洋明 (東大阪)

4 溝口　誠 (寝屋川) 川口　詩温 (松原) 久保　悠大 (東大阪) 権藤　隆行 (吹田)

5 川口　礼温 (大阪) 藪下　一真 (堺) 稲田　時希 (大東) 石田　成生 (八尾) 堺　健太 (堺) 川本　優太 (堺) 内田　光眞 (枚方) 長友　駿也 (吹田)

6 白井　大誠 (岸和田) 宮下遼太郎 (大阪) 高橋　利輔 (大阪) 植原　蓮翔 (羽曳野) 白井　空 (大阪) 吉岡　勇太 (豊中) 小峰　斗亜 (東大阪) 中島　汰尊 (大阪)

7 藤田　煌 (堺) 夏田　晄聡 (大阪) 船戸　来輝 (堺) 井伊　琳哉 (大阪) 北沢　広行 (大阪) 山本　大雅 (大阪) 谷口　大誠 (岸和田) 堂上　颯汰 (大阪)

8 南　秀之輔 (中空連) 内田　響希 (枚方) 鈴木　凱士 (豊中) 辻野　智基 (吹田) 窪田　蓮 (東大阪) 小峰　斗輝 (東大阪) 竹内　香佑 (東大阪) 鈴木　颯太 (堺)

9 山本　麻琴 (四条畷) 鈴木　瞳 (松原)

10 大西　凪 (高体連) 馬場　須凛 (高体連) 上地　虹湖 (高体連) 阿部　陽菜 (高体連) 米田未沙稀 (羽曳野) 松崎　華奈 (岸和田) 松本　星来 (大阪) 加藤　彩花 (高体連)

11 村山　鈴音 (大阪) 竹綱　万葉 (中空連) 薮田　優音 (中空連) 霜野　由弥 (和泉) 本多　一華 (大阪) 貝森　柚 (岸和田) 斎藤　桃加 (大阪) 岡本　純奈 (中空連)

12 野村　怜菜 (中空連) 馬場　瑠凛 (堺) 尾崎　麻美 (大阪) 清水　藍 (八尾) 田中菜の羽 (堺) 高嶋　弥世 (吹田) 古瀬　智菜 (吹田) 國定　和華 (岸和田)

13 小川　千尋 (泉佐野) 片岡　藍 (東大阪) 中村　心優 (中空連) 片岡　瑠斐 (東大阪) 伊藤　好唯 (堺) 貝森　菜央 (岸和田) 橋本　愛梨 (中空連) 村田　和佳 (四条畷)

14 清水　孝羅 (大阪) 乗松　虹輝 (東大阪) 知念　レイ (大阪) 松下　秀助 (泉大津) 礒部　稔弘 (大阪) 齊藤　辰紀 (吹田) 山口　祐嗣 (羽曳野) 矢次　陽登 (大阪)

15 河野翔希朗 (四条畷) 松元　風大 (高体連) 笹原　八海 (高体連) 松元　栞大 (高体連) 大成　輝波 (貝塚) 髙嶋　修人 (高体連) 中野　日向 (門真) 瀧川　魁 (大阪)

16 藤　志門 (堺) 中島　汰尊 (大阪) 増田　祭壱 (八尾) 藤田　晴琉 (吹田) 堀川　翔永 (松原) 豆野虎太郎 (中空連) 安藤　楓唄 (大阪) 花山　直汰 (寝屋川)

17 三谷　幸大 (大阪) 岡本　朱良 (吹田) 橋本　海人 (中空連) 吉福　大輝 (寝屋川) 清水　航 (高槻) 野口　琉偉 (豊中) 大喜多心音 (大阪) 黒田　健人 (高槻)

18 大城戸太陽 (東大阪) 山田　一颯 (中空連) 吉田誠ノ将 (貝塚) 石田　元気 (八尾) 山崎　奨瑛 (中空連) 竹内　香佑 (東大阪) 盛下　達矢 (泉佐野) 王　俊毅 (八尾)

19 畑山久留実 (八尾) 生駒恵里奈 (大阪) 原　彩涼風 (大阪) 岩本　菜穂 (八尾)

20 畑中彩留葉 (東大阪) 森本　莉菜 (大阪) 町田華由紀 (高体連) 上條　瑳良 (大阪) 久　七海 (大阪) 村上　瑠夏 (高体連) 田中　香羽 (高体連) 田渕　七海 (大阪)

21 矢野　杏純 (堺) 安井ののか (豊中) 中谷　光 (中空連) 東　ほのか (中空連) 北村華桜里 (豊中) 中井　綸紅 (泉佐野) 芦田　陽 (池田） 伊藤ひなの (中空連)

22 山本　真由 (吹田) 古瀬　智菜 (吹田) 砂田　妃縁 (大阪) 髙嶋　弥世 (吹田) 江口　怜音 (泉大津) 森　璃音 (吹田) 松葉　優奈 (寝屋川) 藤内　美羽 (吹田)

23 浦上　琴音 (中空連) 神崎　美桜 (吹田) 阪口いろは (中空連) 花野　叶 (泉大津)

24 大阪市 (大阪) 岸和田Ａ (岸和田) 堺 (堺) 枚方 (枚方)

25 片岡　功 (東大阪) 引地　秀行 (東大阪) 藤田　浩史 (吹田) 山下　雅士 (堺) 野口　顕 (大阪) 西村　隆生 (豊中) 正木　修 (東大阪) 堀口　貴至 (枚方)

26 梶　正人 (羽曳野) 水口　岳志 (吹田)

29 西川　陽子 (寝屋川) 宮下　憲子 (大阪) 奥田　幸子 (大阪) 石井　祥子 (大阪)

31 高橋　拓男 (門真) 小森　周一 (大阪) 濵田　長宏 (大阪) 北田　貴洋 (高槻)

32 溝端　弘次 (泉大津) 白石　浩一 (寝屋川) 立道　誠也 (東大阪) 山田　英司 (吹田)

33 具足　恵子 (岸和田) 梛木　和美 (大阪) 西島　加代子 (大阪) 田中　理絵 (大阪)

34 石井　祥子 (大阪) 岡本三枝子 (大阪) 窪　万樹子 (八尾) 畑中　真弓 (大阪)

優秀選⼿
第５３回大阪府空手道選手権大会 令和元年９月２３日(月祝）

マスターズ女子形1部

マスターズ女子形2部

優勝 ２位 ３位 ４位

中学生男女団体組手の部

マスターズ男子組手1部

マスターズ男子組手2部

マスターズ女子組手2部

マスターズ男子形1部

マスターズ男子形2部

中学３年男子形の部

成年女子形の部

少年女子形の部

中学１年女子形の部

中学２年女子形の部

中学３年女子形の部

中学２年男子形の部

中学１年男子組手の部

中学３年男子組手の部

中学２年男子組手の部

成年女子組手の部

少年女子組手の部

中学１年女子組手の部

中学２年女子組手の部

中学３年女子組手の部

成年男子形の部

少年男子形の部

中学１年男子形の部

少年男子組手の部

種⽬名
郡市対抗団体組手

成年男子組手軽量級の部

成年男子組手中量級の部

成年男子組手重量級の部


