
FAX：０７８-３６２-７０９６

大会名　：　平成２７年度第４８回兵庫県空手道選手権大会(中学生・マスターズ)

開催日　：　２０１５年６月１３日(土) 会場名　：　兵庫県立武道館

成績 選手名 所属 成績 選手名 所属

優　勝 上山嵐志 姫路　広嶺中 優　勝 大内美里沙 西宮　関西学院中

準優勝 田上悠馬 姫路　大白書中 準優勝 谷口遼羽 西宮　塩瀬中

第三位 東畑憲典 伊丹　北中 第三位 中神さくら 西宮　夙川学院中

第四位 江原琉一 伊丹　松崎中 第四位 岡井沙樹 西宮　夙川学院中

優　勝 岡　伸多 神戸　兵庫中 優　勝 峯山ゆう 神戸　松蔭中

準優勝 谷口涼太 朝来　朝来中 準優勝 田畑梨花 西宮　夙川学院中

第三位 妹尾洸樹 宝塚　高司中 第三位 水本朱音 西宮　夙川学院中

第四位 本條壱那 朝来　和田山中 第四位 吉元　柊 西宮　夙川学院中

成績 団体名 選手名 成績 団体名 選手名

優　勝 姫路　山陽中 沖中　蓮、熊田世海、上村和広、有田優太、曽谷晃希 優　勝 西宮　夙川学院中 中神さくら、水本朱音、田畑梨花、吉元　柊

準優勝 姫路　高丘中 井上晃汰、安積義暁、橋本彩人、中安亮太、近藤優斗 準優勝 西宮　塩瀬中 東　佐江子、谷口遼羽、淵上紗希

優　勝 姫路　山陽中 沖中　蓮、熊田世海、上村和広、有田優太、曽谷晃希 優　勝 西宮　夙川学院中 水本朱音、田畑梨花、吉元　柊、髙木美緑

準優勝 姫路　飾磨東中 田中鼓汰朗、田中郁也、和田悠希 準優勝 姫路　飾磨西中 前田春菜、尾ノ井羅奈、廣瀬珠里

第三位 神戸　玉津中 福元　巧、吉野一沙、山門良汰、鍋　俊介、石渕巧久    

第四位 神戸　葺合中 越智龍明、新田椋大、松尾朋樹    

成績 選手名 所属 成績 選手名 所属

優　勝 向山正和 ― 優　勝 宗利友子 ―

準優勝 藤本章夫 ― 準優勝 福田統子 ―

第三位 小畑俊也 ― 第三位 田村せよ子 ―

第三位 松村一典 ― 第三位 白石禎美 ―

優　勝 名倉義人 ― 優　勝 赤堀邦美 ―

準優勝 多鹿上二 ― 準優勝 坂本幸子 ―

第三位 橋本昌之 ― 第三位 花尾みき子 ―

第三位 大蔵敏幸 ― 第三位 阪本正美 ―

優　勝 石川保人 ―

準優勝 村津慶紀 ― 優　勝 和泉圭子 ―

第三位 岡本光男 ― 優　勝 杉田秋恵 ―

第三位 金子満友 ― 準優勝 多田陽子 ―

優　勝 白石幸一郎 ― 第三位 橋本和歌子 ―

準優勝 大西佳治 ― 第三位 岡﨑ゆかり ―

優　勝 市川小百合 ―

優　勝 山本将孝 ― 準優勝 梅原和美 ―

準優勝 在田昌弘 ―

第三位 堅田　徹 ―

第三位 黒木伸厳 ―

優　勝 塩満智之 ―

準優勝 中谷直樹 ―

第三位 森下正弘 ― 優　勝 大石　勲 ―

第三位 平野和彦 ― 準優勝 椛山　明 ―

優　勝 辻　俊一 ― 第三位 金子満友 ―

準優勝 下野日出幸 ― 第三位 八幡照和 ―

第三位 中村陽一 ― 優　勝 石川保人 ―

第三位 公原　功 ― 準優勝 広瀬孟司 ―

優　勝 大内浩行 ― 優　勝 佐保康夫 ―

準優勝 樋森清孝 ―

兵庫県空手道連盟

中学生男子競技 中学生女子競技

クラス クラス

形 形

組手 組手

中学生団体男子競技 中学生団体女子競技

クラス クラス

形 形

組手 組手

マスターズ男子形競技 マスターズ女子形競技

クラス クラス

40～49
歳

40～49
歳

50～59
歳

50歳
以上

60～69
歳

マスターズ女子組手競技

35～39歳

40～44
歳70歳

以上

マスターズ男子組手競技 45歳
以上

40～44
歳

45～49
歳

マスターズ男子組手競技

60～64
歳

50～54
歳 65～69

歳

55～59
歳

70歳以上

 



※３位・３位の場合・・・左から優勝・準優勝の各敗者の順　※優秀賞・・・左から優勝・準優勝・３位・４位の各敗者の順

種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

11 中学生男子形競技 上山嵐志 田上悠馬 東畑憲典 江原琉一 井上　剛 久保侑聖 寺田昻樹 赤松爽楽

12 中学生団体男子形競技 姫路　山陽中 姫路　高丘中

21 中学生女子形競技 大内美里沙 谷口遼羽 中神さくら 岡井沙樹 岡田愛結 前田春菜 尾ノ井羅奈 田中里苑

22 中学生団体女子形競技 西宮　夙川学院中 西宮　塩瀬中

31 中学生男子組手競技 岡　伸多 谷口涼太 妹尾洸樹 本條壱那 岡村竜也 吉田悠真 澤中海人 木庭天馬

32 中学生団体男子組手競技 姫路　山陽中 姫路　飾磨東中 神戸　玉津中 神戸　葺合中

41 中学生女子組手競技 峯山ゆう 田畑梨花 水本朱音 吉元　柊 髙木美緑 山田菜月 尾ノ井羅奈 岡井沙樹

42 中学生団体女子組手競技 西宮　夙川学院中 姫路　飾磨西中

51 男子(40～49歳)形競技 向山正和 藤本章夫 松村一典 小畑俊也 鍛治光浩 澤中隆宏 橋本栄一 谷口和行

52 男子(50～59歳)形競技 名倉義人 多鹿上二 橋本昌之 大蔵敏幸

53 男子(60～69歳)形競技 石川保人 村津慶紀 岡本光男 金子満友

54 男子(70歳以上)形競技 白石幸一郎 大西佳治

61 女子(40～49歳)形競技 宗利友子 福田統子 田村せよ子 白石禎美

62 女子(50歳以上)形競技 赤堀邦美 坂本幸子 阪本正美 花尾みき子

71 男子(40～44歳)組手競技 山本将孝 在田昌弘 黒木伸厳 堅田　徹 澤中隆宏 古宅輝雅 桝田英樹 山下　勉

72 男子(45～49歳)組手競技 塩満智之 中谷直樹 平野和彦 森下正弘

73 男子(50～54歳)組手競技 辻　俊一 下野日出幸 中村陽一 公原　功

74 男子(55～59歳)組手競技 大内浩行 樋森清孝

75 男子(60～64歳)組手競技 大石　勲 椛山　明 八幡照和 金子満友

76 男子(65～69歳)組手競技 石川保人 広瀬孟司

77 男子(70歳以上)組手競技 佐保康夫

81 女子(35～39歳)組手競技 和泉圭子

82 女子(40～44歳)組手競技 杉田秋恵 多田陽子 橋本和歌子 岡﨑ゆかり

83 女子(45歳以上)組手競技 市川小百合 梅原和美

平成２７年度第４８回兵庫県空手道選手権大会(中学生・マスターズ) ２０１５年６月１３日(土)




