
第７回北河内地区空手道錬成大会成績表 平成２９年１２月１７日（日） 枚方市立総合体育館

種目名

個人形男子小学１年生の部 古岡柊一郎 四條畷 藤井　聖大 寝屋川 小原　一真 門真 森川　小徹 寝屋川 松田　颯真 寝屋川 尾野承太郎 門真 川副　善心 寝屋川 若松　咲翔 交野

個人形男子小学２年生の部 紀井　健琉 寝屋川 平野　恵汰 交野 藤本孝太郎 門真 伊藤　　藍 交野 下川　　閃 四條畷 ﾍﾟﾚｽ  ﾕｳｽｹ 寝屋川 山本　陽大 交野 木本　優平 寝屋川

個人形男子小学３年生の部 中垣　賀琥 交野 松倉　有輝 枚方 上釜　岳大 交野 髙野　拓己 四條畷 吉田　有志 寝屋川 山根　一輝 四條畷 千原　一悟 寝屋川 池本　健吾 門真

個人形男子小学４年生の部 谷岡　永惟 交野 吉福　　啓 寝屋川 掛水　将真 交野 上川　遥希 交野 春芽　泰樹 四條畷 中村　龍玖 寝屋川 川副　嵐士 寝屋川 東野　天仁 寝屋川

個人形男子小学５年生の部 花山　直汰 寝屋川 萬岡　珀玖 寝屋川 小林　隼平 枚方 宝専 毅大 交野 長野  新大 寝屋川 織田　晴仁 交野 橋崎　理久 交野 堀　　颯太 交野

個人形男子小学６年生の部 吉福　大輝 寝屋川 笹本　慶也 交野 田渕　涼介 四條畷 平野　翔梧 交野 小澤　将英 門真 奥田　瑠士 交野 重村　親良 交野 常松　　英 寝屋川

個人形男子中学１年生の部 元平　勝太 寝屋川 高橋　煌志 交野 松倉　光希 枚方 大谷　琉心 枚方

個人形男子中学２年生の部 谷口　海瑠 寝屋川 平野　琢己 交野

個人形男子中学３年生の部 中野　日向 門真

個人形男子高校生の部 河野翔希郎 四條畷

個人形男子一般の部 宮下　直斗 枚方 川嶋　仁人 枚方 鎌田　祐輔 四條畷 日髙　　遼 門真

個人形女子小学１年生の部 萬岡　妃瑠 寝屋川 塚本　梓乃 交野 藤田しずく 交野 木村　香苗 門真

個人形女子小学２年生の部 南野　愛琳 交野 角出　心優 交野 本田みなも 交野 政岡　千尋 交野

個人形女子小学３年生の部 花山　桃葉 寝屋川 大塚　咲季 四條畷 早田　一稀 枚方 長嶺　星那 寝屋川 中川　美琴 寝屋川 西邑　　悠 寝屋川 面髙　七海 交野 田渕　茜衣 四條畷

個人形女子小学４年生の部 髙本　奈沙 寝屋川 松岡　小羽 交野 平野　華穂 交野 藤井　遥花 寝屋川 川端　咲希 交野 有川　　結 交野 川居　楓希 交野 新井　怜未 枚方

個人形女子小学５年生の部 安岡　珠里 交野 西村　聖那 枚方 石川　　舞 寝屋川 高橋　藍緋 交野

個人形女子小学６年生の部 吉村　理恵 寝屋川 山下　咲希 枚方 松葉　優奈 寝屋川 池田　愛音 交野

個人形女子中学１年生の部 藤谷　歩花 四條畷 加藤　穂乃 寝屋川

個人形女子中学２年生の部 宮下七菜子 枚方 末井あさひ 交野

個人形女子中学３年生の部 池田　詩音 交野

個人形女子高校生の部 松葉　莉奈 寝屋川 松岡加弥乃 交野

個人形女子一般の部 加藤　七星 交野

個人組手男子小学１年生の部 森川　小徹 寝屋川 角城　晏士 枚方 中村　斗哉 枚方 山崎　　善 寝屋川 平田　楓和 寝屋川 北村　温大 四條畷 松田　颯真 寝屋川 柏原　俊宥 寝屋川

個人組手男子小学２年生の部 紀井　健琉 寝屋川 角田　　遼 交野 寺田　柊良 枚方 ﾍﾟﾚｽ　ﾕｳｽｹ 寝屋川 山根颯太朗 交野 植村　蒼生 交野 伊藤　　藍 交野 山本　陽大 交野

個人組手男子小学３年生の部 髙橋　慶伍 寝屋川 安原　和克 四條畷 高橋　央成 四條畷 山根　一輝 四條畷 石川　尚樹 枚方 中澤　咲助 四條畷 名部　希翔 門真 岡村　匠瑛 四條畷

個人組手男子小学４年生の部 谷岡　永惟 交野 上垣内優輝 交野 吉福　　啓 寝屋川 山田　涼太 寝屋川 岡本　海瑛 枚方 山本　風詩 枚方 増山　昂汰 寝屋川 中村　龍玖 寝屋川

個人組手男子小学５年生の部 萬岡　珀玖 寝屋川 平田　陽羽 寝屋川 岡本　涼汰 門真 水野　　丈 枚方 木下　恒巴 寝屋川 田村　政冴 寝屋川 松本　大翔 枚方 長野　新大 寝屋川

個人組手男子小学６年生の部 平野　翔梧 交野 吉福　大輝 寝屋川 笹本　慶也 交野 山口　晃葵 枚方 佐野　晴大 枚方 柏原　未空 枚方 長嶺　琉斗 寝屋川 廣田　蒼亮 寝屋川

個人組手男子中学１年生の部 髙橋　世凪 寝屋川 内田　響希 枚方 内藤　晃仁 寝屋川 鎌倉　陽大 枚方

個人組手男子中学２年生の部 加藤　光騎 枚方 松本　楓稀 枚方 松田　直人 門真 谷口　海瑠 寝屋川

個人組手男子中学３年生の部 中野　日向 門真

個人組手男子高校生の部 面髙　海斗 交野 荒木　　海 枚方 宮川　隼輔 交野 小谷　龍輝 四條畷

個人組手男子一般の部 日髙　　遼 門真 西川　晃太 四條畷 鎌田　祐輔 四條畷 脇田　　清 四條畷

個人組手女子小学１年生の部 村川陽菜子 枚方 萬岡　妃瑠 寝屋川 中杉　　誉 寝屋川 梶原　穂穏 枚方

個人組手女子小学２年生の部 徳山　優月 寝屋川 増山　英里 寝屋川 南野　愛琳 交野 戸山　七巴 四條畷

個人組手女子小学３年生の部 内藤　柚希 寝屋川 花山　桃葉 寝屋川 面髙　七海 交野 早田　一稀 枚方

個人組手女子小学４年生の部 髙本　奈沙 寝屋川 清水　　花 枚方 塚本　唯乃 交野 松岡　小羽 交野 角出　雛向 交野 竹田　來未 門真 川居　楓希 交野 有川　　結 交野

個人組手女子小学５年生の部 内田　智菜 枚方 井之上瑞貴 枚方 千原　綺夏 寝屋川 西村　聖那 枚方

個人組手女子小学６年生の部 山下　咲希 枚方 池田　愛音 交野 上釜　芽久 交野 石原　　環 寝屋川

個人組手女子中学１年生の部 加藤　もえ 枚方

個人組手女子中学２・３年生の部 末井あさひ 交野

個人組手女子高校生の部 荒木　　空 枚方 徳永　芽生 交野

個人組手女子一般の部 庄司まゆみ 枚方

第３位 優秀選手優勝 第２位


