
東大阪アリーナ

第２回近畿少年少女空手道選手権大会
平成２６年１０月２６日（日）

種目
番号

種目

1 １年生男子組手 水野慎己 大阪 笠谷航平 大阪 富永哲平 大阪 玉利涼太朗 兵庫 北中勇雲 滋賀 北得　暉 京都 小林　浬 京都 時田　開仁 滋賀

2 ２年生男子組手 中下祈留 大阪 武田陸生 大阪 川崎　凜 大阪 中村朔太朗 兵庫 宮林　鴻 京都 西川大和 京都 河村啓太郎 京都 川西珀虎 奈良

3 ３年生男子組手 竹内廉人 兵庫 阪井将太 兵庫 甲藤一樹 大阪 大賀滉世 京都 谷口純哉 京都 島　偉介 大阪 佐治希海 京都 山本大雅 大阪

4 ４年生男子組手 内田響希 大阪 池田刻斗 大阪 南　秀之輔 大阪 田山連太郎 兵庫 矢吹　彪 兵庫 川岸達哉 兵庫 櫻澤珀斗 和歌山 三浦弓斉 京都

5 ５年生男子組手 松本哲治 兵庫 岩城志門 大阪 中川愛翔 兵庫 木村赳翔 京都 中野紘志朗 京都 甲斐諒汰 大阪 後藤悠佑 滋賀 増田翔人 滋賀

6 ６年生男子組手 曽我修斗 大阪 川口礼温 大阪 佳山悠我 京都 山川航洋 京都 空閑大祐 奈良 小松晃志 大阪 土井　翼 大阪 池内優輝 京都

7 １年生女子組手 山崎梓心 大阪 森下あやめ 大阪 奥村真由 大阪 佐野藍季 大阪 上角依恋 京都 大塚羽菜 兵庫 深瀬楓恋 奈良 髙野来愛 滋賀

8 ２年生女子組手 岡本純奈 京都 池田彩咲 大阪 本多一華 大阪 内田智菜 大阪 村山鈴音 大阪 岡井結唯 兵庫 三浦ゆづは 京都 梅崎七瑠 奈良

9 ３年生女子組手 野村怜菜 京都 岩城来幸 京都 中本　心 京都 上田美優 兵庫 古門万桜 兵庫 細見捺貴 大阪 木村　環 和歌山 横田真優 兵庫

10 ４年生女子組手 中村心優 大阪 操野琴仁 大阪 岩城梨香子 京都 平谷美空 大阪 宮尾早絵 兵庫 鴨井詩葉 京都 池田愛菜 兵庫 粂田きっか 奈良

11 ５年生女子組手 武田蒼生 大阪 歌代楓花 京都 馬場須凜 大阪 貫和そら 京都 小武佳織 京都 松本星来 大阪 吉岡　望 京都 小西風羽 兵庫

12 ６年生女子組手 加藤彩花 大阪 小堂利奈 京都 大西　凪 大阪 山本ももこ 兵庫 藤尾咲花 奈良 岡井沙樹 兵庫 木村桃花 京都 吉田璃愛 京都

13 １年生男子形 熊谷幹太朗 大阪 新山裕陽弥 大阪 小西良空 兵庫 古瀬葉琉 大阪 麦谷亮英 京都 鈴鹿琉星 京都 小畑彩祐 兵庫 西山三雲 兵庫

14 ２年生男子形 中島汰尊 大阪 生駒明日紀和歌山 松山　蓮 大阪 池本朝陽 兵庫 田山旺佑 兵庫 藤原　陸 兵庫 野村涼馬 京都 藤　志門 大阪

15 ３年生男子形 平井北斗 大阪 若林寛斗 京都 尾ノ井遼河 兵庫 山崎太一 大阪 柏谷東空 奈良 吉田真輝人 滋賀 橋本海人 大阪 山崎光翔 京都

16 ４年生男子形 原田　倭 兵庫 外波山泰地 兵庫 加藤瑛智 大阪 土橋輝太郎 大阪 岡本幸晟 兵庫 山川竜空 京都 橋本昻樹 京都 山下泰生 京都

17 ５年生男子形 渡邊湧斗 兵庫 水野　慶 兵庫 髙尾隆希 京都 大槻瑛士 兵庫 谷口海瑠 大阪 生駒力丸 奈良 谷口翔哉 京都 伊藤　快 奈良

18 ６年生男子形 為国　輝 兵庫 山出央輔 大阪 伊藤　凜 奈良 上垣慶伍 兵庫 加藤太郎 大阪 佐々木誠大 京都 椋本愛輝 大阪 水越風汰 奈良

19 １年生女子形 福岡瑚心 兵庫 福井遥菜 大阪 梅垣絢音 奈良 前埜希歩 兵庫 村井美彩都 大阪 金城そら 大阪 木本佳乃子 奈良 藤野心彩 兵庫

20 ２年生女子形 仁志星来 兵庫 金澤玲奈 兵庫 山口蒼生 兵庫 矢野杏純 大阪 原井愛佳 大阪 久保利怜奈 奈良 上垣実聖 兵庫 藤本瑠里 京都

21 ３年生女子形 山本真由 大阪 砂田妃縁 大阪 古瀬智菜 大阪 本條雪華 兵庫 土井花連 兵庫 横山桃子 京都 田中優未 奈良 田中真優 京都

22 ４年生女子形 小川千尋 大阪 衣川優那 京都 福岡夢心 兵庫 山本彩可 奈良 上野夏蓮 京都 吉島咲里 京都 髙橋一菜美 京都 髙橋美結 奈良

23 ５年生女子形 小早川あゆ 大阪 寺井梨奈 兵庫 田畑　桃 兵庫 井上七輝 兵庫 蛯原凜夏 大阪 宮下七菜子 大阪 関本真奈穂 大阪 名部蒼乃 兵庫

24 ６年生女子形 森　妃世 兵庫 松崎　愛 兵庫 松崎華奈 大阪 高見瑠菜 大阪 小林愛佳 大阪 高尾留希 兵庫 門野愛可 大阪 吉田ひかる 京都
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