
種目

個人組手
小学１年生男子 の部

藤井 明輝 京都 吉村 和誠 大阪 植澤 祥太 京都 貴志 琉希 和歌山 藤田隼斗 大阪 槇村 柚陽 京都 広田 凰樹 兵庫 前田 禅 兵庫

個人組手
小学２年生男子 の部

西井 愛地 大阪 森本 煌士 京都 古川 翔理 大阪 岡本幸晟 京都 徳野 絢真 大阪 清水 敦生 京都 魚住 旭 兵庫 広田 彪樹 兵庫

個人組手
小学３年生男子 の部

若松 咲翔 大阪 中戸 大和 兵庫 中山 和真 大阪 小林 南音 京都 林 聖熙 大阪 中井 元暉 大阪 大橋 勇心 京都 久永 泰司 大阪

個人組手
小学４年生男子 の部

室山 惺哉 大阪 元吉 智弥 大阪 谷端 信亮 大阪 山本 陽大 大阪 藤本 欣也 大阪 水野 航平 兵庫 森本 遼太朗 大阪 坂本 陽 兵庫

個人組手
小学５年生男子 の部

大杉 晴登 大阪 泉 颯空 大阪 上釜 岳大 大阪 光井 真喜 大阪 三島 龍輝 大阪 中尾 慣汰 大阪 砂子坂 駿 京都 福岡 晴太郎 大阪

個人組手
小学６年生男子 の部

西川 大雅 大阪 谷岡 永惟 大阪 大橋春斗 京都 池田 真芭 大阪 谷端 秀太 大阪 小川 荘真 京都 山本 舷貴 大阪 間渕 快次郎 大阪

個人組手
小学１年生女子 の部

京田 智恵 京都 大西 真珠 兵庫 山内 麻帆 大阪 坂本 彩香里 兵庫

個人組手
小学２年生女子 の部

中尾 早結 大阪 金澤 琉夢 兵庫 岡 彩華 京都 大槻 瑠美 兵庫 岡野 由楽 大阪 宿利 花歩 京都 川端 舞夕 大阪 浅野 蘭愛 兵庫

個人組手
小学３年生女子 の部

亀井 理央 大阪 山本 愛華 大阪 鳥家 智慧 京都 塚本 梓乃 大阪 徳 小町 兵庫 植澤 悠香 京都 衣川 一楓 京都 池田 陽歌彩 大阪

個人組手
小学４年生女子 の部

大竹 紗愛 大阪 浅野 梨愛 兵庫 魚住 凌 兵庫 松舟 葵 大阪 髙野 菜都美 大阪 山添 姫菜 大阪 油布 彩楓 大阪 髙津 乃愛 大阪

個人組手
小学５年生女子 の部

西井 美空 大阪 土山 紗采 京都 倉長 菜月 京都 面髙 七海 大阪 石田 美空 京都 山崎 優菜 兵庫 大浜 晴香 大阪 小田 愛耶音 大阪

個人組手
小学６年生女子 の部

中山 真愛 大阪 細井 月風 京都 生嶋 友結 兵庫 山田 千晶 大阪 平野 華穂 大阪 吉川 乃愛 京都 川居 楓希 大阪 角出 雛向 大阪

優秀選手 優秀選手

第４５回　日本空手協会　近畿地区空手道選手権大会　　小学生の部　結果一覧
日時　：　令和元年１０月６日（日）　　

場所　：　大阪市中央体育館
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