
第6回北河内地区空手道錬成大会【 成績表 】
平成28年12月4日（日）
 門真スポーツセンター

形種目

男子小学１年生の部 紀井　健琉 寝屋川 上川　拓真 交野 伊藤　　藍 交野 平野　恵汰 交野

男子小学２年生の部 山根　一輝 四條畷 髙野　拓己 四條畷 藤永　羚生 寝屋川 福岡晴太郎 交野 日比野琥大 寝屋川 上田　倫央 四條畷 千原　一悟 寝屋川 堀　朔太郎 交野

男子小学３年生の部 吉福　　啓 寝屋川 上川　遥希 交野 下田　彬斗 寝屋川 赤嵜　伊織 寝屋川 山本　友昭 門真 佐藤　　蓮 門真 増山　昂汰 寝屋川 田中瑠之助 交野

男子小学４年生の部 萬岡　珀玖 寝屋川 島原凛太郎 寝屋川 花山　直汰 寝屋川 織田　晴仁 交野 日比野優士 寝屋川 本田　真義 交野 水野　　丈 枚方 小寺　玲央 寝屋川

男子小学５年生の部 吉福　大輝 寝屋川 笹本　慶也 交野 中垣　太賀 交野 掛水　佑真 交野 田渕　涼介 四條畷 小澤　龍誠 門真 小澤　将英 門真 常松　　英 寝屋川

男子小学６年生の部 高橋　煌志 交野 元平　勝太 寝屋川 内藤　晃仁 寝屋川 山本　達也 守口 榊原　　伶 枚方 宮田　直弥 枚方 髙野　育己 四條畷 大石　悠聖 枚方

男子中学１年生の部 谷口　海瑠 寝屋川 八田　晟丞 四條畷 山下　祈綱 寝屋川 平野　琢己 交野

男子中学２・３年生の部河野翔希郎 四條畷 赤木　皓太 交野

男子高校生の部 赤木　大翔 交野

男子一般の部 竹本　日向 四條畷 宮下　直斗 枚方

女子小学１年生の部 南野　愛琳 交野 徳山　優月 寝屋川 本田みなも 交野 佐々木晴香 門真

女子小学２年生の部 花山　桃葉 寝屋川 面高　七海 交野 畑中　麗菜 交野 宮本　唯織 門真

女子小学３年生の部 髙本　奈沙 寝屋川 宮田　雛乃 枚方 藤井　遥花 寝屋川 宮本　麻央 枚方

女子小学４年生の部 安岡　珠里 交野 小林　　祈 門真 小林　　凛 寝屋川 石川　　舞 寝屋川

女子小学５年生の部 吉村　理恵 寝屋川 田中　優空 門真 中村　砂姫 門真 松葉　優奈 寝屋川

女子小学６年生の部 藤谷　歩花 四條畷 加藤　穂乃 枚方 村田　和佳 四條畷 山本　妃世 枚方

女子中学１年生の部 西浦　美郁 枚方 宮下七菜子 枚方

女子中学２・３年生の部畑野　真弥 寝屋川 岡村　萌菜 四條畷 山本真璃絵 守口 山下　愛佳 枚方

女子高校生一般の部 野路　実咲 交野 榊原　悠華 枚方

組手種目

男子小学１年生の部 ﾍﾟﾚｽ　ﾕｽｹ 寝屋川 宅間　颯介 門真 名川　葵斗 交野 紀井　健琉 寝屋川

男子小学２年生の部 名部　希翔 門真 高橋　慶伍 寝屋川 中澤　咲助 四條畷 橋崎　颯良 交野 石川　尚樹 枚方 中垣　賀琥 交野 岡村　匠瑛 四條畷 福岡晴太郎 交野

男子小学３年生の部 吉福　　啓 寝屋川 掛水　将真 交野 間渕源次郎 交野 上垣内優輝 交野 中村　龍玖 寝屋川 田中瑠之助 交野 間渕快次郎 交野 藤井　晴都 交野

男子小学４年生の部 萬岡　珀玖 寝屋川 平田　陽羽 寝屋川 木下　恒巴 寝屋川 名部　希成 門真 高橋　昂心 門真 藤本涼太郎 門真 鈴木　　葵 門真 水野　　丈 枚方

男子小学５年生の部 吉福　大輝 寝屋川 柏原　昊季 寝屋川 平　　竣太 寝屋川 小澤　将英 門真 池田　哲平 交野 本谷　悠樹 枚方 岡村　颯大 四條畷 樽井　惺哉 交野

男子小学６年生の部 高橋　世凪 寝屋川 元平　勝太 寝屋川 高橋　煌志 交野 鎌倉　陽大 枚方 谷口　雄信 門真 平尾　晃太 四條畷 本宮　春輔 門真 内藤　晃仁 寝屋川

男子中学１年生の部 松本　楓稀 枚方 谷口　海瑠 寝屋川 髙本　潤良 寝屋川 打出　魁瑳 門真

男子中学２年生の部 中野　日向 門真 野島　光誠 門真

男子中学３年生の部 荒木　　海 枚方

男子高校生の部 面高　海斗 交野 河野京太郎 四條畷 田中　達也 門真 原　　祐介 門真

男子一般の部 三好　壱成 門真 日高　　遼 門真 藤岡　靖史 寝屋川 川嶋　仁人 門真

女子小学１年生の部 南野　愛琳 交野 増山　英里 寝屋川

女子小学２年生の部 花山　桃葉 寝屋川 内藤　柚希 寝屋川 渡辺　和葉 寝屋川 畑中　麗菜 交野

女子小学３年生の部 髙本　奈沙 寝屋川 宮本　麻央 枚方 松岡　小羽 交野 小林夕里子 交野

女子小学４年生の部 内田　智菜 枚方 髙野　來美 四條畷 安岡　珠里 交野 社　　七海 枚方

女子小学５年生の部 池田　愛音 交野 中村　砂姫 門真

女子小学６年生の部 村田　和佳 四條畷 藤谷　歩花 四條畷 芦田　千夏 四條畷 鈴木　華花 門真

女子中学１年生の部 宮下七菜子 枚方

女子中学２年生の部 山下　愛佳 寝屋川 池田　詩音 交野

女子中学３年生の部 畑野　真弥 寝屋川

女子高校生の部 荒木　　空 枚方

女子一般の部 吉田　　都 四條畷
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