
平成25年10月20日 　　京都府立山城総合運動公園体育館　「太陽が丘体育館」

参加競技名 会員番号 選手名 小学校名 評議員

029-153 田山旺佑 神戸　雲中小 田山利哉

035-266 藤原　陸 姫路　手柄小 上山清治

101-098 池本朝陽 神戸　桜の宮小 岩本洋昭

122-089 宇治　柾 西宮　浜脇小 國田清司

057-021 森本凜太郎 宝塚　宝塚第一小 堀川真一

064-129 三木龍馬 姫路　飾磨小 加古　淳

165-246 久後大樹 西宮　名塩小 中南輝夫

214-053 尾ノ井遼河 姫路　英賀保小 林　泰孝

033-168 中村俊太 豊岡　小坂小 稲垣敏宏

098-049 原田　倭 神戸　東須磨小 石飛　修

153-048 山本大生 加古川　氷丘小 立花　悟

214-048 井上一心 姫路　津田小 林　泰孝

035-195 水野　慶 姫路　高浜小 上山清治

113-035 渡邊湧斗 姫路　別所小 小野俊信

251-163 恒成　翔 神戸　神出小 岡　洋一

286-019 大槻瑛士 丹波　崇広小 生田淳一

035-171 田上悠馬 姫路　青山小 上山清治

035-189 為国　輝 姫路　旭陽小 上山清治

251-126 平野巧弥 神戸　東町小 岡　洋一

286-017 上垣慶伍 三田　つつじ小 生田淳一

165-159 東畑憲典 伊丹　有岡小 中南輝夫

264-012 下司瑠玖 尼崎　潮小 日野忠義

273-038 名部匠海 宝塚　末成小 西田　衛

289-038 井戸隆誠 神戸　成徳小 隂地清志

035-265 金澤玲奈 姫路　津田小 上山清治

273-076 仁志星来 宝塚　末成小 西田　衛

286-040 上垣実聖 三田　つつじが丘小 生田淳一

286-043 山口蒼生 三田　つつじが丘小 生田淳一

050-116 圡井花蓮 西宮　広田小 村田　勲

185-215 秋永愛華 尼崎　長洲小 廣畑修一

204-093 穴田理恋 姫路　手柄小 薮内利博

251-173 本條雪華 朝来　大蔵小 岡　洋一

050-104 世古陽茉里 西宮　瓦林小 村田　勲

077-152 髙塚乃愛 川西　明峰小 濵脇善之助

190-078 福岡夢心 明石　錦が丘小 藤田　忠

204-090 白石夏季 姫路　御国野小 薮内利博

035-211 楠本雛乃 姫路　糸引小 上山清治

196-021 井上七輝 姫路　飾磨小 三宅賢治

273-060 名部蒼乃 宝塚　末成小 西田　衛

273-064 田畑　桃 宝塚　末成小 西田　衛

033-156 高尾留希 豊岡　五荘小 稲垣敏宏

050-100 松崎　愛 西宮　樋ノ口小 村田　勲

064-111 森　妃世 姫路　手柄小 加古　淳

108-008 桂　美咲 宝塚　宝塚第一小 大坂公男

064-099 岡田愛結 姫路　安室東小 加古　淳

064-105 樫谷莉奈 姫路　手柄小 加古　淳

238-178 西村あかり 神戸　魚崎小 常徳誠志

260-053 宮本野杏 尼崎　武庫東小 小林木内

第1回近畿少年少女空手道選手権大会　参加選手一覧

小学１年生
男子形競技

小学２年生
男子形競技

小学３年生
男子形競技

小学４年生
男子形競技

小学５年生
男子形競技

小学６年生
男子形競技

小学１年生
女子形競技

小学２年生
女子形競技

小学３年生
女子形競技

小学４年生
女子形競技

小学５年生
女子形競技

小学６年生
女子形競技



参加競技名 会員番号 選手名 小学校名 評議員

065-203 入江勇汰 神戸　摩耶小 川畑髙明

065-204 中野識司 神戸　摩耶小 川畑髙明

120-090 北林典明 神戸　だいち小 古河逞箭

321-011 東良有真 三田　藍小 町田生矢

101-091 阪井将太 神戸　小寺小 岩本洋昭

120-083 村瀬翔太 神戸　神戸中華同文小 古河逞箭

305-017 吉田瑛宥 加古川　別府西小 今津浩貴

306-034 柿本倖輝 尼崎　若葉小 鳥飼　清
029-137 田山連太郎 神戸　雲中小 田山利哉
186-053 高見　仁 姫路　英賀保小 深町雅文
266-048 八木　瞬 神戸　高津橋小 大西正廣
318-011 矢吹　彪 宝塚　長尾小 久下敦司
064-124 三木琢海 姫路　飾磨小 加古　淳
214-047 風坂　和 姫路　八幡小 林　泰孝
217-056 飛彈勇志 神戸　西落合小 金本朋久
273-062 織田大雅 宝塚　末成小 西田　衛
050-102 世古壱星 西宮　瓦林小 村田　勲
077-130 宮田元登 川西　多田小 濵脇善之助
266-037 松本龍魁 神戸　玉津第一小 大西正廣
289-040 下世古　渉 神戸　本山第三小 隂地清志
166-087 奥野翔汰 尼崎　西小 中矢　敢
209-071 岡　伸多 神戸　水木小 山崎義数
234-073 福田剛司 稲美　加古小 前田健作
288-033 石井克弥 丹波　崇広小 居相浩二
083-064 吉田望愛 加古川　陵北小 吉田　博
101-109 岡井結唯 神戸　舞子小 岩本洋昭
224-031 神野真凜 姫路　広畑第二小 足立明嗣
238-195 竹森向日葵 神戸　摩耶小 常徳誠志
057-027 山之内里奈 宝塚　西山小 堀川真一
101-093 上出亜矢那 神戸　神陵台小 岩本洋昭
210-057 川上愛結 明石　江井島小 山田俊治
251-195 横田真優 神戸　横尾小 岡　洋一
120-076 上領ちとせ 神戸　池田小 古河逞箭
288-050 石井伶奈 丹波　崇広小 居相浩二
288-051 田中祐輝 丹波　崇広小 居相浩二
291-016 池田愛菜 姫路　香呂南小 利安裕之
035-209 小西風羽 福崎　高岡小 上山清治
153-044 立花怜紀愛 加古川　野口小 立花　悟
229-054 小山愛加 宝塚　安倉北小 満村義宣
289-060 松本繰未 神戸　魚崎小 隂地清志
033-140 山内双葉 豊岡　小野小 稲垣敏宏
238-150 北本そら 神戸　摩耶小 常徳誠志
251-092 柴田菜月 神戸　西舞子小 岡　洋一
251-151 村上明優 神戸　東舞子小 岡　洋一
153-046 尾形真歩 加古川　野口北小 立花　悟
203-174 山田菜月 太子　太田小 森田武志
318-016 宮尾真香 川西　明峰小 久下敦司
318-020 鍬田美月 宝塚　末広小 久下敦司

小学１年生
男子組手競技

小学２年生
男子組手競技

小学３年生
男子組手競技

小学４年生
男子組手競技

小学５年生
男子組手競技

小学６年生
女子組手競技

小学６年生
男子組手競技

小学１年生
女子組手競技

小学２年生
女子組手競技

小学３年生
女子組手競技

小学４年生
女子組手競技

小学５年生
女子組手競技


