
大会名　：　平成２２年度第４３回兵庫県空手道選手権大会（平成２２年度後期少年大会）

開催日　：　２０１１年３月６日(日) 会場名　：　兵庫県立文化体育館

学年 成績 選手名 評議員 学年 成績 選手名 評議員
優勝 大槻瑛士 生田淳一 優勝 井上七輝 三宅賢治
準優勝 水野　慶 上山清治 準優勝 楠本雛乃 上山清治
３位 村上蓮太郎 石川　忠 ３位 寺井梨奈 隂地清志
３位 宮本英岳 金本　満 ３位 松本繰未 隂地清志
優勝 田上悠馬 上山清治 優勝 森　妃世 加古　淳
準優勝 藤永裕士郎 土屋忠之 準優勝 當内あゆみ 西田　衛
３位 赤松爽楽 濱脇善之助 ３位 桂　美咲 大坂公男
３位 劔物希成 住野仁司 ３位 福崎汐音 小林木内
優勝 山本龍生 利安裕之 優勝 岡田愛結 加古　淳
準優勝 森里颯太 西田　衛 準優勝 西村あかり 隂地清志
３位 和田悠希 今津浩貴 ３位 尾ノ井羅奈 林　泰孝
３位 中西駿輔 中西昭仁 ３位 小石愛舞子 田山利哉
優勝 久保侑聖 林　泰孝 優勝 田中里苑 田山利哉
準優勝 谷口涼太 岡　洋一 準優勝 中神さくら 廣畑修一
３位 山口怜也 小野俊信 ３位 田畑梨花 西田　衛
３位 沖中　蓮 加古　淳 ３位 前田春菜 林　泰孝
優勝 喜多凌太郎 中南輝夫 優勝 平塚栞奈 小野俊信
準優勝 中野克海 隂地清志 準優勝 片岡一葉 小林木内
３位 隂地芽生 隂地清志 ３位 中釜こなつ 後藤秀雄
３位 入江脩太 入江秀樹 ３位 牛尾清音 中矢　敢
優勝 佐藤優輝 廣畑修一 優勝 元田紫央理 小林木内
準優勝 片岡岳斗 小林木内 準優勝 田井　碧 常徳誠志
３位 立花彪貴 立花　悟 ３位 片山あかり 堀川真一
３位 星加将吾 立花弘美 ３位 白山永理 小林木内

学年 成績 選手名 評議員 学年 成績 選手名 評議員

６年 ６年

男子組手競技 女子組手競技

３年 ３年

４年 ４年
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男子形競技 女子形競技

１年 １年

２年 ２年

学年 成績 選手名 評議員 学年 成績 選手名 評議員
優勝 重山一弥 立花　悟 優勝 立花怜紀愛 立花　悟
準優勝 宮本英岳 金本　満 準優勝 高橋キラ 大西正廣
３位 上田悠太 加古　淳 ３位 松本夢桜 高見安伺
３位 信藤陽太 小阪正文 ３位 堂本麻里亜 上山清治
優勝 松本龍魁 大西正廣 優勝 山内双葉 稲垣敏宏
準優勝 田上悠馬 上山清治 準優勝 森　妃世 加古　淳
３位 宮田元登 濱脇善之助 ３位 松崎　愛 村田　勲
３位 永田波大 森脇宏紀 ３位 炭川あまね 金子稚歌寿
優勝 妹尾洸樹 西田　衛 優勝 山田菜月 森田武志
準優勝 古賀仁人 濱脇善之助 準優勝 尾ノ井羅奈 林　泰孝
３位 福田剛司 前田健作 ３位 尾形真歩 立花　悟
３位 岡　伸多 山崎義数 ３位 田賀美夕 神野英治
優勝 東　大希 濱脇善之助 優勝 田中里苑 田山利哉
準優勝 谷口涼太 岡　洋一 準優勝 峯山ゆう 田山利哉
３位 島子大輝 古賀正靖 ３位 北原結友 高見安伺
３位 吉田大晟 門﨑博臣 ３位 吉元　柊 常徳誠志
優勝 德永圭裕 山田治義 優勝 谷口絢菜 金本　満
準優勝 松本壱成 隂地清志 準優勝 今野円佳 常徳誠志
３位 梶原龍斗 森田武志 ３位 新見典利子 佐保康夫
３位 中野克海 隂地清志 ３位 平塚栞奈 小野俊信
優勝 立花彪貴 立花　悟 優勝 田井　碧 常徳誠志
準優勝 岸本健良 國田清司 準優勝 川端千夏 常徳誠志
３位 山本龍児 林　泰孝 ３位 白山永理 小林木内
３位 西脇悠太 森田武志 ３位 元田紫央理 小林木内
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