
平成29年度枚方市春季総合体育大会空手道の部・第40回枚方市空手道選手権大会
大会結果 　　　　　　平成29年5月5日（祝） 9時～17時

形の部 優勝 準優勝 3位 3位
西村洸希 高尾豪 桒野虎太郎 大番愛麻 厚ヶ瀬蓮 石川侑樹 呉山一花

健誠 黎明 健誠 武修 黎明 明空 武修
佐々木歩楓 堀口咲心 梶原歩穏 中村斗哉

公募 健誠 草野 黎明
上田真平 田浦悠煌 柳澤結愛 西ひかり 石木粋人 木崎洵 角田遼 佐野晟志

公募 協長 武修 黎明 明空 明空 公募 国武
松倉有輝 佐々木憧太 水島隼斗 上平田涼太

国武 公募 国武 健誠
谷岡永惟 上川遥希 田浦翔琉 宮本麻央 沼田大輔 正村愛琉 宮田雛乃 上田健人

公募 公募 協長 明空 明空 魄技 剛毅 豊英
安岡珠里 井之上瑞貴 宮下真緒 西村聖那 社七海 源野仁 松本大翔 高瀬太成

公募 国武 協長 明空 明空 明空 黎明 黎明
山下咲希 西脇敦士 戸田悠太 安藤琉 正村賢清 堀皓成 西嶋好正 田浦義仁

枚楠 魄技 枚楠 松陽 魄技 公募 枚楠 協長
亀島拓海 清水琉仁 多賀千翔 松倉光希

明空 公募 魄技 国武
大谷琉心 宮田直弥

剛毅 剛毅
山下愛佳 宮下七菜子 西浦美郁 加藤穂乃

枚楠 枚楠 枚楠 剛毅
小林美優 山本惟斗

公募 国武

宮下直斗 川嶋仁人
枚楠 協長       形  団体・選手名

長田将一郎 枚楠 協長 魄技A 明空
公募 山下愛佳 田浦翔琉 多賀千翔 宮本麻央

山下咲希 田浦義仁 西脇敦士 水野丈
戸田悠太 前川あかね 正村賢清 西村聖那

組手の部 優勝 準優勝 3位 3位
西村洸希 大番愛麻 呉山一花 桒野虎太郎 高尾豪 藤原大輝 石川侑樹 岩村侑奈 津田琴巴 藤原快理

健誠 武修 武修 健誠 黎明 草野 明空 草野 草野 草野
中村斗哉 角城晏士 福田雅 村川陽菜子

黎明 協長 黎明 武修
木崎洵 上田昂生 上田真平 佐野晟志 黒田怜美 石木粋人 江川大我 田浦悠煌
明空 公募 公募 国武 武修 明空 健誠 協長

上平田涼太 北川慶 佐々木憧太 眞田健成
健誠 公募 公募 草野

坂根璃輝 深井楓 柏原永和 谷岡永惟 西本隆之介 山本風詩 寺田楓馬 岡本海瑛
黎明 黎明 国武 公募 枚楠 武修 武修 国武

清水花 宮本麻央
明空 明空

松本大翔 高瀬太成 天谷幸靖 浦部宗士
黎明 黎明 魄技 武修

堀皓成 本谷悠樹 柏原慧汰 山口晃葵 中川聡之介 田浦義仁 西嶋好正 柏原未空
公募 健誠 協長 松陽 黎明 協長 枚楠 国武

内田智菜 社七海 山下咲希 上村美海
草野 明空 枚楠 松陽

松本陽大 鎌倉陽大
黎明 明空

清水夏汰 多賀千翔 松本楓稀 清水琉仁
明空 魄技 明空 公募

大石悠愛 山下愛佳 加藤もえ 天谷友香
黎明 枚楠 国武 魄技

清水尚人
明空

小林美優
公募

川嶋仁人
協長

長田将一郎
公募

協長

5位（但し、幼児の部は敢闘賞に読み替える）

幼児

小１男女

小３男女

小５男女

中学男有段

魄技Ａ 明空

5位（但し、幼児の部は敢闘賞に読み替える）

幼児

小１男女

中学男段外

青年男女

一般有段

団体 枚楠

一般段外

小5～6女

中１男子

中２～３男

小2男女

小４男女

小６男女

小２男女

小3男女

小４男子

中学女子

一般段外

中学女子

青年男子

青年女子

一般有段

小３～４女

小5男子

小６男子


