
第４４回　全日本空手道連盟剛柔会　　関西空手道選手権大会　成績表

組手試合
種目

1 小学生男子一年の部 滝口　翔太 （京都） 居相　翔大 （京都） 北本　翔之介 （大阪） 池端　凰 （京都） 福岡　快斗 （京都） 福田　裕也 （京都） 森下　賢人 （京都） 魚谷　颯真 （京都）

2 小学生男子二年の部 中川　歩武 （京都） 村田　修 （京都） 山根　汰雅 （和歌山） 田中　睦己 （和歌山） 小西　雄晴 （京都） 小原　将磨 （京都） 桐井　榮悟 （和歌山） 竹中　悠翔 （京都）

3 小学生男子三年の部 山崎　未翔 （京都） 一柳　瑛太朗 （京都） 山口　来真 （和歌山） 山田　師憧 （京都） 松橋　怜央 （奈良） 藤田　虹太 （京都） 蔭山　大輝 （大阪） 岩井　斗希 （京都）

4 小学生男子四年の部 平木　智大 （和歌山） 小西　雄稀 （京都） 山口　佑久 （京都） 三宅　悠喜 （京都） 山形　郁弥 （京都） 赤井　翔 （京都） 桐井　緋呂 （和歌山） 上田　太陽 （京都）

5 小学生男子五年の部 小林　浬 （京都） 清水　宗哉 （京都） 麦谷　亮英 （京都） 山口　和起 （和歌山） 奥村　宗司 （京都） 松浦　伊吹 （大阪） 濵村　朋輝 （京都） 中嶌　ラオ （京都）

6 小学生男子六年の部 野村　涼馬 （大阪） 小林　伯 （京都） 藤田　悠造 （和歌山） 岩田　慧 （京都） 中本　修矢 （和歌山） 松本　結雅 （和歌山） 小町　祥生 （京都） 佐藤　透晏 （兵庫）

7 小学生女子一年の部 金丸　空禾 （大阪） 三宅　絢香 （京都） 金原　優 （京都） 野村　優乃 （大阪） 村田　幸菜 （京都） 四之宮　芽莉 （京都） 藤原　理佳子（和歌山） 石田　萌々 （京都）

8 小学生女子二年の部 中武　夏音 （京都） 山崎　瑞月 （京都） 宮本　心楽 （和歌山） 山口　華朱 （京都） 瓜生　奏果 （京都） 鈴木　咲良 （京都） 角田　幸音 （京都） 藤本　愛夢 （和歌山）

9 小学生女子三年の部 嶋田　暖 （京都） 長嶋　珠央 （和歌山） 山田　珠乃 （京都） 平元　心花 （京都） 小町　凛夏 （京都） 山本　里美 （京都） 安武　梨音 （京都） 森　陽菜 （京都）

10 小学生女子四年の部 松下　真心 （和歌山） 上坂　楓 （京都） 安藤　一華 （和歌山） 柳生　莉心 （大阪） 矢守　梨愛 （京都） 瓜生　爽花 （京都） 長井　愛 （京都） 足立　芹璃 （京都）

11 小学生女子五年の部 山口　夢琉 （京都） 安達　依恋 （京都） 田中　惺夏 （和歌山） 部谷　真那 （京都） 馬場　蒼 （京都） 平井　桜莉 （兵庫） 大坂　春乃 （和歌山） 長尾　柊依 （京都）

12 小学生女子六年の部 長嶋　真央 （和歌山）松下　玲音凪（和歌山） 森口　麗嘉 （大阪） 赤井　美宇 （和歌山）森脇　八千秀 （兵庫） 田村　笑 （奈良） 原　琴乃 （大阪） 今北　くるみ （奈良）

13 中学生男子一年の部 山崎　光翔 （京都） 若林　寛斗 （京都） 谷口　純哉 （京都） 松下　煌汰 （和歌山） 小川　侑大 （和歌山） 福井　琉人 （京都） 吉岡　優汰 （京都） 中嶌　珠絡 （京都）

14 中学生男子二年の部 篠田　素良 （京都） 乾　星雅 （奈良） 山川　竜空 （京都） 森　大起 （京都） 供川　翔真 （京都） 植澤　竜也 （京都） 三浦　弓斉 （京都） 平森　大翔 （京都）

15 中学生男子三年の部 窪内　志道 （京都） 中野　紘志朗 （京都） 川上　要 （京都） 小川　陽大 （和歌山） 福田　和也 （京都） 久保　敦也 （和歌山） 池端　要 （京都） 釣本　道稔 （和歌山）

16 中学生女子一年の部 瀬戸口　遥菜 （京都） 吉阪　いるみ （京都） 供川　桜奈 （京都） 田中　真優 （京都） 合田　結咲 （大阪） 小林　杏那 （兵庫） 市井　羽花 （京都） 嶋田　晴 （京都）

17 中学生女子二年の部 篠田　陽里 （京都） 野々村　光華 （京都） 坂井　日菜 （京都） 鴨井　詩葉 （京都） 中農　瑞希 （京都） 宇根田　直 （京都） 田中　裕理 （京都）

18 中学生女子三年の部 北得　縁 （京都） 博田　みあ （京都） 米田　未沙稀 （大阪）

19 少年男子（18歳以下）の部 玉井　敦貴 （和歌山） 福田　晋 （和歌山）植澤　将一朗 （京都） 木下　頼人 （京都）

20 少年女子（18歳以下）の部 酒井　凜 （京都） 福井　あいみ（和歌山） 橋本　萌花 （大阪） 森田　海由 （大阪）

21 一般男子の部 井本　匠 （和歌山）宮垣　慎太郎（和歌山） 田口　幹浩 （京都） 山科　裕基 （京都） 樫葉　周平 （京都） 別所　龍太郎 （大阪） 安井　克真 （和歌山） 久保　竜哉 （大阪）

22 一般女子の部 ﾆｺﾗｴ　ｱﾄﾞﾘｱｰﾅ（大阪） 渡辺　真子 （和歌山） 桐井　みほ （和歌山）戸松　亜沙美 （京都）

23 団体戦　小学生の部 大阪 （大阪） 京都Ａ （京都） 空翠会Ａ （京都） 空翠会Ｂ （京都）

24 団体戦　中学生の部 大志館Ａ （京都） 大志館Ｂ （京都） 空翠会Ａ （京都）
誠志館京田

辺
（京都）

26 団体戦　一般の部 拳志舘 （大阪）
拳武館和歌
山大学Ａ

（和歌山） 拳武館白浜 （和歌山） 玄武館Ａ （京都）
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第４４回　全日本空手道連盟剛柔会　　関西空手道選手権大会　成績表　訂正版

形試合
種目

1 小学生男子一年の部 滝口　翔太 （京都） 余田　季生 （京都） 福田　瑛 （京都） 山下　隆之介 （京都） 井垣　響 （京都） 赤井　蒼一郎 （和歌山） 松本　悠杜 （大阪） 中尾　淳之介 （兵庫）

2 小学生男子二年の部 吉田　伊吹 （京都） 中川　歩武 （京都） 都　宏希 （京都） 村田　修 （京都） 佐藤　颯流 （兵庫） 桐井　榮悟 （和歌山） 廣谷　春樹 （京都） 小西　雄大 （京都）

3 小学生男子三年の部 村田　誠敏 （京都） 西岡　優希也 （京都） 山崎　未翔 （京都） 水津　隼人 （大阪） 一柳　瑛太朗 （京都） 上田　瑛大 （京都） 岩井　斗希 （京都） 山口　來真 （和歌山）

4 小学生男子四年の部 若林　俐青 （京都） 百々　春稀 （和歌山） 八田　航太郎 （京都） 林　晃太朗 （京都） 八田　真之介 （京都） 福浦　篤成 （和歌山） 小西　雄稀 （京都） 吉阪　一晴 （京都）

5 小学生男子五年の部 田井　滉泰 （京都） 奥村　宗司 （京都） 麦谷　亮英 （京都） 清水　宗哉 （京都） 新東　珀空 （和歌山） 山邉　颯太 （大阪） 川副　嵐士 （大阪） 村田　健太郎 （京都）

6 小学生男子六年の部 長井　悠 （京都） 小町　祥生 （京都） 豊田　凪音 （京都） 植原　蓮翔 （大阪） 岩田　慧 （京都） 野村　涼馬 （大阪） 山川　怜也 （京都） 隅田　悠斗 （奈良）

7 小学生女子一年の部 関本　実和 （京都） 村田　幸菜 （京都） 野村　優乃 （大阪） 藤本　侑子 （京都） 三宅　絢香 （京都） 北村　祭 （大阪） 石田　萌々 （京都） 金丸　空禾 （大阪）

8 小学生女子二年の部 小林　永和 （京都） 麦谷　杏莉 （京都） 糸田　帆里 （京都） 戸田　結月 （京都） 山口　華朱 （京都） 藤田　志帆 （京都） 谷　倖羽 （和歌山） 東風平　梨沙 （大阪）

9 小学生女子三年の部 奥村　和叶 （京都） 山本　里美 （京都） 金丸　葵咲樹 （大阪） 平元　心花 （京都） 小町　凛夏 （京都） 長嶋　珠央 （和歌山） 抜水　天音 （大阪） 森　陽菜 （京都）

10 小学生女子四年の部 長井　愛 （京都） 小川　愛菜 （和歌山） 安藤　一華 （和歌山） 上坂　楓 （京都） 中西　亜沙美 （和歌山） 六津井　智子 （大阪） 瓜生　爽花 （京都） 月田　樹里 （大阪）

11 小学生女子五年の部 平井　桜莉 （兵庫） 田中　夏萌 （和歌山） 林　新葉 （京都） 中世古　音和 （京都） 宇根田　季 （京都） 供川　陽葵 （京都） 田中　惺夏 （和歌山） 関本　結 （京都）

12 小学生女子六年の部 長嶋　真央 （和歌山） 鴨井　鈴葉 （京都） 池田　歩乃 （大阪） 八田　真名 （京都） 森口　麗嘉 （大阪） 森脇　八千秀 （兵庫） 赤井　美宇 （和歌山） 木野本　海遥 （京都）

13 中学生男子一年の部 若林　寛斗 （京都） 麦谷　悠成 （京都） 松村　颯天 （京都） 山口　輝龍 （京都） 田中　敦稀 （和歌山） 中嶌　珠絡 （京都） 藤本　英太 （奈良） 小川侑大 （和歌山）

14 中学生男子二年の部 山下　泰生 （京都） 長嶋　希武 （和歌山） 山川　竜空 （京都） 山川　龍也 （京都） 大木　響互 （京都） 篠田　陽希 （京都） 改野　舜弥 （京都）

15 中学生男子三年の部 吉岡　楓凱 （京都） 中野　紘志朗 （京都） 谷口　翔哉 （京都） 正木　雄大 （京都） 市木　和虎 （京都） 田中　宏太朗 （京都）

16 中学生女子一年の部 松宮　千夏海 （大阪） 田中　真優 （京都） 嶋田　晴 （京都） 供川　桜奈 （京都） 福井　彩音 （京都） 山本　夏子 （京都） 吉阪　いるみ （京都） 木村　環 （和歌山）

17 中学生女子二年の部 野々村　光華 （京都） 宇根田　直 （京都） 鴨井　詩葉 （京都） 福永　茉可 （大阪） 濱田　季 （奈良） 坂井　日菜 （京都） 天羽　滴 （大阪） 川嶋　雪乃 （京都）

18 中学生女子三年の部 青山　風音 （和歌山） 片川　優実 （京都） 音野　麗月 （大阪） 山田　優花 （和歌山） 川嶋　悠夏 （京都） 澤村　香穂 （京都）

19 少年男子（18歳以下）の部 田中　透也 （京都） 青松真輝 （奈良） 稲場礼翼 （奈良）

20 少年女子（18歳以下）の部 村上　空音 （和歌山） 駒澤　雪実 （大阪） 片畑　真由 （和歌山）

21 一般男子の部 森田貴文 （奈良） 森田博尚 （奈良） 渡邉　洋介 （京都）

22 一般女子の部 辻川　絢菜 （京都） 片岡　理子 （京都） 辻川　結衣 （京都）

23 五十歳以上男子の部 村田　尚史 （京都） 清水　孝博 （京都） 鈴木　智 （兵庫）

24 四十歳以上女子の部 平川　孝美 （兵庫） 小椋　登望恵 （京都） 今村　伸枝 （兵庫）
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