
平成27年度枚方市春季総合体育大会空手道の部・第38回枚方市空手道選手権大会

大会結果
平成27年5月5日（火・祝）午前9時～午後5時

形の部 優勝 2位 3位 3位
田浦悠煌 中村斗哉 鈴木大雅 中島琉翔 藤原悠世 安藤秀真 江川大我 西村洸希 名川葵斗
長尾台 黎明館 健誠会 長尾台 草野派 長尾台 健誠会 健誠会 魄技館

眞田健成
国武館

田浦翔琉 宮本麻央 宮地颯馬 正村愛流
長尾台 明空義塾 魄技館 魄技館

安岡珠里 宝専毅大 織田晴仁 井之上瑞貴 髙瀬大成 中村大誠 西村聖那 松本大翔
公募 公募 公募 国武館 黎明館 明空義塾 明空義塾 黎明館

笹本慶也 中垣太賀 山下咲希 北川裕一郎 出口天翔 曽田凛華 上村美海 山口晃葵
公募 公募 枚方楠葉 黎明館 草野派 魄技館 松陽塾 松陽塾

松倉光希 加藤穂乃 長田帆乃花 河内一之助 鎌倉陽大 木本礼央雄 加藤もえ 大石悠聖
国武館 剛毅会 公募 魄技館 明空義塾 武徳館 国武館 黎明館

安岡里菜 宮下七菜子 山崎翔太 西浦美郁 関桃花 髙瀨裕 田代鈴香 岩木綾香
公募 枚方楠葉 明空義塾 枚方楠葉 豊英塾 枚方楠葉 創修館 長尾台

加藤純平 田畑賢明 一岩克弥 丸本陽登
国武館 国武館 国武館 国武館

長田宝大 藤﨑明純 笹本稜也 余膳遼太朗 小瀬川陸 名川伯斗 田中悠斗 中村克哉
公募 公募 公募 国武館 黎明館 魄技館 魄技館 黎明館

山下愛佳 榊原万桜 河端理子 北風茉穂
枚方楠葉 明空義塾 明空義塾 明空義塾
宮島健太 前田優希
創修館 豊英塾

福田幹樹
健誠会

宮下直人 山田和希
枚方楠葉 武徳館

      形  団体・選手名
枚方楠葉A 国武館A 魄技館B 魄技館A
山下愛佳 阪本梢 曽田凜華 天谷友香

宮下七菜子 加藤もえ 西脇敦士 正村花怜
山下咲希 藤本知那 森田匠 正村賢清

一般有段

団体 枚方楠葉A 国武館A 魄技館B 魄技館A

中学男子有段

中学女子

青年

一般段外

小２

小３

小４

小５

小６

中学男子段外

優 秀 選 手 （但し幼児の部は3位以下を努力賞とする）

幼児

小１
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平成27年度枚方市春季総合体育大会空手道の部・第38回枚方市空手道選手権大会

大会結果
平成27年5月5日（火・祝）午前9時～午後5時

組手の部 優勝 2位 3位 3位
田浦悠煌 土田陽斗 中村斗哉 佐々木涼介 藤原悠世 江川大我 安藤秀真 中島琉翔
長尾台 明空義塾 黎明館 明空義塾 草野派 健誠会 長尾台 長尾台

眞田健成
国武館

山本風詩 森本崚太 村川恵介 坂根璃輝
武修館 武修館 武修館 隆明館

髙瀨太成 伊藤琉之助 水野丈 小林隼平
黎明館 武徳館 明空義塾 剛毅会

北川裕一郎 田浦義仁 中垣太賀 笹本慶也 山田翔稀 本谷悠樹 杉本蓮 島本哲平
黎明館 長尾台 公募 公募 草野派 健誠会 長尾台 長尾台

山下咲希 内田智菜 藤本知那 西村聖那
枚方楠葉 草野派 国武館 明空義塾
内田響希 鎌倉陽大 大石悠聖 大谷琉心 宮田直弥 荒川海賜 永久和夏也 榊原伶
草野派 明空義塾 黎明館 剛毅会 剛毅会 剛毅会 健誠会 明空義塾

坂根成耶 髙瀨裕 加藤光騎 山崎翔太
隆明館 枚方楠葉 隆明館 明空義塾

西浦美郁 長田帆乃花 前川あかね 田代鈴香 木藤百咲 岩木綾香 下間彩生 上田真実
枚方楠葉 公募 長尾台 創修館 剛毅会 長尾台 創修館 豊英塾
中村克哉 中井陸翔 渡邉一貴 笹本稜也 嶋津遼輝 小西正浩 一岩克弥 清水夏汰
黎明館 隆明館 黎明館 公募 創修館 長尾台 国武館 明空義塾

内田光眞 長田宝大 笹本翔也 清水尚人
草野派 公募 公募 明空義塾

山下愛佳 郷司朱歩 小林美優 天谷友香
枚方楠葉 国武館 国武館 魄技館
大戸海知 藤﨑和真
創修館 公募

梅田大輝
魄技館
濱泰宏 栗隆政崇
魄技館 創修館

與那城里佳子 榊原悠華
草野派 明空義塾

青年一般女子

一般男子段外

一般男子有段

小5～6女子

中学１男子

中学２～３男子

中学女子

青年男子

小２

小3男子

小４男子

小3～4女子

小5男子

小6男子

優 秀 選 手 （但し幼児の部は3位以下を努力賞とする）

幼児

小１
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