
平成26年度枚方市春季総合体育大会空手道の部・第37回枚方市空手道選手権大会

大会結果
　　　　　　平成26年5月5日（祝） 9時～17時

形の部 優勝 準優勝 3位 3位
田浦悠煌 宮島翔太

長尾 長尾
内田智菜 安岡珠里 松本大翔 高瀬太成 田野蓮夕聖 永岡海琉 水野　丈 田浦翔琉

草野 公募 黎明 黎明 草野 明空 明空 長尾
藤本知那 松倉光希 加藤穂乃 高瀬和成 榊原　伶 五味誠一郎 加藤もえ 平井凱人

国武 国武 公募 黎明 明空 明空 国武 草野
山下愛佳 多賀千翔 宮下七菜子 天谷友香 高瀬　裕 杉浦文哉 小西正浩 安岡里菜

枚楠 魄技 協長 魄技 枚楠 明空 長尾 公募
長田宝大 山本惟斗 藤本和甫 堀口龍司 近藤　創 荒木　海 田之上達哉 小瀬川陸

公募 国武 国武 健誠 明空 枚樟 明空 黎明
荒木　空 郷司朱歩 小林美優 出原　楓

枚楠 国武 国武 国武
宮下直斗 横田弘晃 松浦鎮吾 浜田来実

枚楠 健誠 健誠 明空       形  団体・選手名
藤元健太 ｵｳﾋﾞﾝｹﾝ 枚樟A 枚樟B 国武A 国武B

健誠 長尾 荒木　空 荒木　海 余膳遼太朗 阪本　梢
渡辺隆一 尾淵修平 吉田早希 木下　孝 山下愛佳 高瀬　裕 一岩克弥 加藤もえ

健誠 国武 公募 黎明 宮下七菜子 成光　晴 田畑賢明 藤本知那

枚樟A 枚樟B 国武A 国武B

優 秀 選 手 （但し、幼児の部は敢闘賞に読み替える）

団体

中学男子

中学女子

青年

幼児

小１～２

小３～４

小５～６

一般段外

一般有段



組手の部 優勝 準優勝 3位 3位
水島隼斗 宮島翔太 佐々木涼介 西川友翔 高木一聖 久保田碧 田浦悠煌

明空 長尾 明空 明空 明空 草野 長尾
山本風詩 村川恵介 田浦翔琉 宮本麻央

武修 武修 長尾 明空
内田智菜 安岡珠里 佐藤光志朗 木崎　弥 藤井　凌 宮田　結衣 木綱愛瑠 前原優宇和

草野 公募 枚樟 明空 松陽 明空 松陽 草野
白木蓮太郎 山本結聖 中村和志 田浦義仁 石川壮太 本谷悠樹 森脇千聖 北川裕一郎

松陽 国武 明空 長尾 長尾 健誠 健誠 黎明
内田響希 永久和夏也 畑中良太 鎌倉陽大 荒川海賜 平井凱人 高瀬和成 松本陽大

草野 健誠 国武 明空 公募 草野 黎明 黎明
加藤もえ 加藤穂乃 藤本知那 山本妃世

国武 公募 国武 公募
坂根成耶 森川祐真 清水琉仁 高瀬　裕 兼光生織 杉浦文哉 橋野　翔 山﨑翔太

公募 公募 黎明 枚樟 明空 明空 明空 明空
中村克哉 清水夏汰 三棟優大 高橋貫太 成光　晴 名川伯斗 渡邉一貴 田畑賢明

黎明 明空 松陽 公募 枚樟 魄技 黎明 国武
榊原万桜 大石悠愛 北風茉穂 安岡里菜 山下愛佳 宮本沙奈 阪本　梢 福谷未来

明空 黎明 明空 公募 枚樟 明空 国武 魄技
内田光眞 小橋川哉人 長田宝大 足立圭祐 藤本和甫 野本雄太 原口健太郎 松井秀達

草野 国武 公募 健誠 国武 健誠 健誠 国武
堀口龍司 中村裕也 伊藤風孟 田之上達哉 佐藤俊介 下本大翔 清水尚人 小瀬川陸

健誠 明空 明空 明空 明空 明空 明空 黎明
荒木　空 小林美優 榊原　悠華 山本光菜

枚楠 国武 明空 公募
松浦鎮吾 横田弘晃 小笠原凌太 浜田将太

健誠 健誠 明空 明空
藤元健太 ｵｳﾋﾞﾝｹﾋﾞﾝ

健誠 長尾
慈幸大志 鈴木貴詞 請川秀介 杉江絢太

健誠 国武 健誠 武徳
小西里実 竹安希実香

長尾 黎明

優 秀 選 手 （但し、幼児の部は敢闘賞に読み替える）

小２男女

小１男女

幼児

小６男

一般有段男

小４男

小3～4女

小5男

小5～6女

小3男

高校一般女

一般段外男

中学１男

中学２～３男

青年

中学女


