
※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 田上悠馬 東畑憲典 江原琉一 渡邊湧斗 平井孝法 大槻瑛士 水野　慶 近藤啓太

12 中学生団体男子形競技 姫路市立朝日中学校 姫路市立大白書中学校 姫路市立高丘中学校 神戸市立長田中学校

21 中学生女子形競技 尾ノ井羅奈 大内美里沙 谷口遼羽 加藤くるみ 松崎　愛 井上七輝 立花怜紀愛 庄子実沙

22 中学生団体女子形競技 神戸市立魚崎中学校 川西市立多田中学校

31 中学生男子組手競技 岡　伸多 樽谷一輝 越智龍明 是安亮我 三村武司 古川海智 重山一弥 福田剛司

32 中学生団体男子組手競技 加古川市立氷丘中学校 播磨町立播磨南中学校 川西市立多田中学校 尼崎市立大庄中学校

41 中学生女子組手競技 尾ノ井羅奈 池上なみ 山田菜月 立花怜紀愛 石澤実羽 小西風羽 盛　愛 小山愛加

42 中学生団体女子組手競技 夙川学院中学校 川西市立多田中学校

51 男子(40～49歳)形競技 坂本龍也 丸山隆也 藤本章夫 河本大幸 小畑俊也 六反和弘 橋本栄一 松村一典

52 男子(50～59歳)形競技 橋本昌之 大蔵敏幸 多鹿上二 名倉義人

53 男子(60～69歳)形競技 石川保人 村津慶紀 荒木恒憲 中村繁博

54 男子(70歳以上)形競技 白石幸一郎 大西佳治

61 女子(35～44歳)形競技 山口佳美 多田陽子

62 女子(45～54歳)形競技 浦野ゆかり 宗利友子 山本藤子 福田統子

63 女子(55歳以上)形競技 赤堀邦美 花尾みき子 稲田智佳子 飯森　恵

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

72 男子(45～49歳)組手競技 塩満智之 在田憲史 伊藤哲司 宮川健治

73 男子(50～54歳)組手競技 藤原貴典 名倉義人 中村陽一 公原　功

74 男子(55～59歳)組手競技 山本昌宏 辻　俊一 樋森清孝

75 男子(60～64歳)組手競技 石澤政明 椛山　明 薮内利博

76 男子(65～69歳)組手競技 神野英治 石川保人

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 岡﨑ゆかり

83 女子(45～49歳)組手競技 橋本和歌子 宗利友子

84 女子(50～54歳)組手競技 福田統子 白石禎美

85 女子(55歳以上)組手競技 赤堀邦美 飯森　恵
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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

50 高校生男子形競技 立花彪貴 中野克海 重山大樹 大森航介 猪川大道 上山嵐志 井上　剛 佐藤優輝

60 高校生女子形競技 竹原由菜 中路陽紗乃 中釜こなつ 島子文菜     

70 高校生男子組手競技 立花彪貴 因幡泉輝 山中雅哉 吉田悠真 森川正悟 寺田昂樹 松原　宙 黒田拓朗

80 高校生女子組手競技 石原璃子 田畑梨花 佐々木瑞希 峯山ゆう 水本朱音 宇治　桜 田井　碧 尾上舞優

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

15 成年男子形競技 今津誠彌 碓井佑亮 神野　武 松原崇史     

25 成年女子形競技 門田都花 澤井はづき 吉田優希 入江郁香     

35 成年男子軽量級組手競技 峯山　大 佐藤勝太 藤枝孝存 澤中瑠人     

36 成年男子中量級組手競技 保月諒眞 芳瑞旺加 片山　健 木庭崇喜     

37 成年男子重量級組手競技 安藤大騎 塩満智之       

45 成年女子組手競技 石原佑夏 山口　恵 嶋田風香 松尾実咲     

平成２８年度第４９回兵庫県空手道選手権大会(高校生・成年) ２０１６年５月２９日(日)

■高校生競技

■成年競技



■中学生競技　(参加基準：ＢＥＳＴ１６)　　優勝～５位

種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 ５位 ５位 ５位 ５位

11 中学生男子形競技 田上悠馬 東畑憲典 江原琉一 渡邊湧斗 平井孝法 近藤啓太 水野　慶 大槻瑛士

21 中学生女子形競技 尾ノ井羅奈 大内美里沙 谷口遼羽 加藤くるみ 井上七輝 庄子実沙 松崎　愛 立花怜紀愛

31 中学生男子組手競技 岡　伸多 樽谷一輝 越智龍明 是安亮我 三村武司 重山一弥 福田剛司 古川海智

41 中学生女子組手競技 尾ノ井羅奈 池上なみ 山田菜月 立花怜紀愛 小山愛加 小西風羽 盛　愛 石澤実羽

■中学生競技　(参加基準：ＢＥＳＴ１６)　　９位

種目 ９位 ９位 ９位 ９位 ９位 ９位 ９位 ９位

11 中学生男子形競技 島谷竜平 田中遥晴 大喜多亮佑 重山一弥 為国　輝 岡　海斗 池田航大 中村祐太

21 中学生女子形競技 池本日和 樫谷莉奈 岡山愛奈 石澤実羽 岡井沙樹 林﨑美月 名部蒼乃 岡田愛結

31 中学生男子組手競技 田中鼓汰朗 永田波大 渡邊湧斗 葉狩瑛斗 平磯宏明 福井翔也 松井龍之介 妹尾洸樹

41 中学生女子組手競技 池本日和 矢根瑠華 岡山愛奈 田畑　桃 折野歩菜 岡井沙樹 生田　恋 髙木美緑

種目 優勝 準優勝 ３位 ３位/４位 ５位 ５位 ５位 ５位

12 中学生団体男子形競技 姫路　朝日中 姫路　大白書中 姫路　高丘中 神戸　長田中 たつの　龍野東中 三田　藍中 尼崎　大庄中 神戸　太山寺中

22 中学生団体女子形競技 神戸　魚崎中 川西　多田中 明石　魚住中 西宮　塩瀬中 豊岡　出石中

32 中学生団体男子組手競技 加古川　氷丘中 播磨　播磨南中 川西　多田中 尼崎　大庄中 姫路　飾磨東中 神戸　葺合中 神戸　長田中 たつの　龍野東中

42 中学生団体女子組手競技 夙川学院中 川西　多田中 神戸　魚崎中 たつの　龍野東中 神戸　渚中

平成２８年度第２６回近畿中学生空手道選手権大会　参加可能選手一覧 ２０１６年５月２８日(土)

■中学生団体競技　(参加基準：ＢＥＳＴ８)




