
大会名　：　平成２３年度第４４回兵庫県空手道選手権大会（平成２３年度前期少年大会）

開催日　：　２０１１年６月１９日(日) 会場名　：　兵庫県立文化体育館

学年 成績 選手名 所属 学年 成績 選手名 所属
優勝 和田栗輝 今津浩貴 優勝 井戸千鈴 隂地清志
準優勝 田山連太郎 田山利哉 準優勝 椋本珠音 森田武志
第３位 森里圭太 西田　衛 第３位 白石夏季 薮内利博
第３位 外波山泰地 西田　衛 第３位 髙塚乃愛 濱脇善之助
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 寺井梨奈 隂地清志
第３位 村上蓮太郎 石川　忠 第３位 名部蒼乃 西田　衛
第３位 池田航大 上山清治 第３位 楠本雛乃 上山清治
優勝 田上悠馬 上山清治 優勝 松崎　愛 村田　勲
準優勝 為国　輝 上山清治 準優勝 當内あゆみ 西田　衛
第３位 劔物希成 住野仁司 第３位 福﨑汐音 小林木内
第３位 藤永裕士郎 土屋忠之 第３位 桂　美咲 大坂公男
優勝 近藤啓太 入江秀樹 優勝 岡田愛結 加古　淳
準優勝 島谷竜平 山崎義数 準優勝 西村あかり 隂地清志
第３位 内山宗也 隂地清志 第３位 小石愛舞子 田山利哉
第３位 水上龍汰 小野俊信 第３位 尾ノ井羅奈 林　泰孝
優勝 谷口涼太 岡　洋一 優勝 東佐江子 廣畑修一
準優勝 久保侑聖 林　泰孝 準優勝 冨田聖夢 山崎義数
第３位 山口怜也 小野俊信 第３位 竹内志織 上山清治
第３位 渡邉　藍 原田光治 第３位 水本朱音 西田　衛
優勝 村上　舜 牧野國三 優勝 平塚栞奈 小野俊信
準優勝 中野克海 隂地清志 準優勝 中釜こなつ 後藤秀雄
第３位 喜多凌太郎 中南輝夫 第３位 池田想樂 上山清治
第３位 松崎雄大 村田　勲 第３位 片岡一葉 小林木内

学年 成績 選手名 所属 学年 成績 選手名 所属
優勝 森里圭太 西田　衛 優勝 池田愛菜 利安裕之
準優勝 清水恒輝 金本朋久 準優勝 石井伶奈 居相浩二
第３位 高見　仁 深町雅文 第３位 髙塚乃愛 濱脇善之助
第３位 田山連太郎 田山利哉 第３位 中野奏実 川畑髙明
優勝 重山一弥 立花　悟 優勝 高橋奈甫 浅野敏彦
準優勝 松本哲治 岡　洋一 準優勝 小西風羽 上山清治
第３位 信藤陽太 小阪正文 第３位 小山愛加 満村義宣
第３位 水野　慶 上山清治 第３位 田原妃七 田原健二
優勝 岡井仁哉 居相浩二 優勝 岡山愛奈 林　泰孝
準優勝 吉川拳士郎 前田健作 準優勝 岡井沙樹 岩本洋昭
第３位 浅田晴樹 濱脇善之助 第３位 炭川あまね 金子稚歌寿
第３位 斉藤　丞 堀川真一 第３位 杉原　凜 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 福田剛司 前田健作 準優勝 尾ノ井羅奈 林　泰孝
第３位 岡　伸多 山崎義数 第３位 山本　涙 木島昌伸
第３位 奥野翔汰 中矢　敢 第３位 尾形真歩 立花　悟
優勝 岡村竜也 隂地清志 優勝 峯山ゆう 田山利哉
準優勝 東　大希 濱脇善之助 準優勝 田中里苑 田山利哉
第３位 伊藤空画 上山清治 第３位 水本朱音 西田　衛
第３位 谷口涼太 岡　洋一 第３位 田畑梨花 西田　衛
優勝 德永圭裕 山田治義 優勝 大前美貴 上山清治
準優勝 松本壱成 隂地清志 準優勝 安井杏奈 森田武志
第３位 阪井達朗 岩本洋昭 第３位 近藤菜緒 前田健作
第３位 重山大樹 立花　悟 第３位 池田想樂 上山清治
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