
種目

吉村 和誠 大阪 楠 葵衣 大阪 前田 禅 兵庫 広田 凰樹 兵庫 貴志 琉希 和歌山 藤本 恭輔 大阪 福元 涼誠 京都 谷口 蓮汰 京都

清水 敦生 京都 広田 彪樹 兵庫 森本 煌士 京都 沓掛 航大 大阪 山根 雄太朗 大阪 岡本幸晟 京都 古川 翔理 大阪 川口 尚基 大阪

今富 覇統 兵庫 若松 咲翔 大阪 木村 陽 大阪 田村 悠真 大阪 広田 寅樹 兵庫 中戸 大和 兵庫 藤井 波琉 京都 西方 颯太 大阪

山本 陽大 大阪 綿巻 心 奈良 野口 應佑 大阪 元吉 智弥 大阪 五十嵐 響 京都 藤城 慎乃助 大阪 樋口 大悟 兵庫 京田 大智 京都

衣川 和颯 京都 甲木 瑛真 京都 中尾 慣汰 大阪 石津 統優平 兵庫 田村 颯斗 大阪 上釜 岳大 大阪 廣瀬 大和 兵庫 大杉 晴登 大阪

谷岡 永惟 大阪 上垣内 優輝 大阪 池田 真芭 大阪 平良 虎太郎 大阪 石井 羚矢 大阪 魚住 慶至 兵庫 山内 圭祐 大阪 谷 勇駕 大阪

大西 真珠 兵庫 山内 麻帆 大阪 奥村 友梨亜 兵庫

中尾 早結 大阪 金澤 琉夢 兵庫 宿利 花歩 京都 山本 愛 兵庫 大槻 瑠美 兵庫 森岡 ひかり 大阪 髙森 遥 京都 川端 舞夕 大阪

谷 柚嬉 大阪 山本 愛華 大阪 平村 柚菜 兵庫 徳 小町 兵庫 池田 陽歌彩 大阪 塚本 梓乃 大阪 亀井 理央 大阪 久堀 清香 奈良

南野 愛琳 大阪 大竹 紗愛 大阪 魚住 凌 兵庫 松岡日南乃 京都 浅野 梨愛 兵庫 横山 あいり 兵庫 久保 ゆい 滋賀 杉浦 百恵 大阪

面髙 七海 大阪 伊藤 七海 大阪 石田 美空 京都 大浜 晴香 大阪 西井 美空 大阪 倉長 菜月 京都 土山 紗采 京都 小泉 咲百合 兵庫

松岡 小羽 大阪 有川 結 大阪 岡井 歩 兵庫 川端 咲希 大阪 角出 雛向 大阪 細井 月風 京都 塚本 唯乃 大阪 川居 楓希 大阪

観空大 観空大観空大 燕飛 慈恩 慈恩 慈恩 慈恩

平安初段 観空大慈恩 観空大

観空大 観空大観空大 観空大観空大 観空大 岩鶴 観空大

観空大 慈恩 慈恩 平安三段

観空大 観空大 慈恩 慈恩

慈恩 慈恩観空大 慈恩

観空大 慈恩観空大 観空大 観空大 観空大 慈恩 観空大

慈恩 平安初段 平安初段

慈恩 慈恩燕飛 観空大

慈恩 慈恩 燕飛 燕飛

観空大 観空大 燕飛 燕飛

慈恩 慈恩

慈恩 観空大

平安二段 平安二段

観空大 燕飛 慈恩 観空大

慈恩 慈恩

慈恩 観空大

慈恩 燕飛

慈恩 慈恩 慈恩 慈恩観空大 燕飛 慈恩 慈恩

優秀選手

平安初段 平安初段 平安二段 平安三段 平安二段 平安初段

慈恩平安初段 慈恩

平安初段 平安初段

優秀選手 優秀選手 優秀選手

平安初段

個人形
小学１年生男子 の部

個人形
小学２年生男子 の部

個人形
小学３年生男子 の部

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

優勝 準優勝 ３位 優秀選手

個人形
小学４年生男子 の部

個人形
小学５年生男子 の部

個人形
小学６年生男子 の部

個人形
小学１年生女子 の部

個人形
小学６年生女子 の部

個人形
小学２年生女子 の部

個人形
小学３年生女子 の部

個人形
小学４年生女子 の部

個人形
小学５年生女子 の部




