
第 11回 関西ジュニア空手道選手権大会 NOAH‐CUP
日付 :11月 4日 (日 )

場所 :住吉スポーツセンター

会入賞者
クラス名 優勝 準優勝 3位 3位

初心クラス(上段なし)幼年の部 前神大地 (高橋道場 ) 小栗嘉市 (高橋道場) 藤田敬人(飛心会) 安田凰羽晴 (田 口道場)

(8位 ) 淡田崚太 (口 口道場) 池内健悟 (真盟泉佐野) 村上海偉 (総極真米山) 鳥取勇心 (空研塾西田)

初心クラス(上段なし)小学 1年男子 南野隆之介 (真盟泉佐野) 上野凌末 (志友会館 ) 山本暖員 (双龍會)

初心クラス(上段なし)小学 2年男子 浅田竣太 (田 口道場) 清家光将 (正心館) 鳥取臭晴 (空研塾西田) 太田吏郁 (拳聖塾)

初心クラス(上段なし)小学 3年男子 坂野遥真←―光会館) 伴野佑成 (高橋道場) 藤田智也 (井上道場) 山田雅之(拳聖塾)

初心クラス(上段なし)小学 4年男子 江口琉介 (拳聖塾)

初′いクラス (上段なし)′」ヽ学 5年男子 高井陽也 (岡村道場 ) 大城叶蔵 (田 口道場 )

初心クラス(上段なし)小学 1年女子 高西琉花 (極真前田) 田口寧音 (田 口道場) 治居杏純 (桜塾)

初心クラス(上段なし)小学 2年女子 大迫千愛 (田 口道場) 河塚菜緒 (武爆会館 )

初心クラス (上段なし)小学 4年女子 大久保咲希 (田 口道場 )

初心クラス (上段有 り)幼午 年少 山下美怜 (桜塾) 小寺貫太 (光道土師〉

初心クラス(上段有り)幼年年中年長 大久保将希 (田 口道場 ) 高橋禅 (総極真米山) 陳牧軒 (拳聖塾) 上山優里愛 (井上道場)

初心クラス(上段有り)小学 1年男子 中村悠吾 (真正会) 柳瀬一生 (寛水流竜成) 岸本一輝 (井上道場) 藤野瑠聖 (白 蓮羽曳野)

初心クラス (上段有 り)小学 2年男子 高山快 (継承會館) 武智洸 (継承會館) 杉山航大 (白 蓮羽曳野) 花井春翔 (岡1健塾森下)

(8位 ) 高内海来 (田 口道場) 中村葵 (成心會) 小林駆音 (白 蓮羽曳野) 四本瑛大 (双龍會)

初心クラス(上段有り)小学 3年男子 松崎太良(横山道場) 上国優馬 (拳聖塾) 林大志 (拳聖塾 ) 渕脇善 (光道登美丘東)

初心クラス(上段有り)小学 4年男子 宮本雄大 (成心會) 平田翔大 (井上道場) 江口琉介 (拳聖塾) 河塚旬太郎 (武建会館 )

初心クラス(上段有り)小学 5年男子 木村陸斗 (聖武千真) 金子歩夢 (岡村道場 )

初心クラス(上段有り)小学 6年男子 川瀬大毅 (光道會舘) 川谷碧生 (自 蓮11曳野) 大迫隼太朗 (田 口道場)

初心クラス (上段有 り)小学 1年女子 岩橋玲奈 (成拳塾) 浦濱心菜 (井上道場)

初心クラス(上段有り)小学 2年女子 中川愛心 (国 口道場 ) 橋本祥和綱」健塾)

初心クラス(上段有り)小学 3年女子 宮村海杏 (柔拳) 屋比久柚綱」健塾森下)

初心クラス(上段有り)小学 4年女子 津田千夏 (白 蓮八尾西) 東浦琥鳥 (真盟和泉) 山岸千遥 (拳聖塾) 佐々本心春 (拳聖塾)

初心クラス (上段有 り)小学 5年女子 吉田彩21(岡村道場) 鄭艶本 (白 蓮八尾西)

初級クラス幼年 竹本遥貴 (勇輝会館) 石垣空琉 (聖武会館 ) 徳永建明 (聖武会館)

初級クラス小学 1年男子 島崎翔摩 (勇輝会館) 小寺愛斗 (光道土師) 木村琥I白 (柔拳 ) 立元誠哉 (格闘塾)

初級クラス小学 2年男子 伊藤大稀 (桜塾) 奥村勇仁 (士衛塾石川 ) 渡辺剛 (成心會) 古小路逸希 (金森道場)

(8位 ) 小野祥汰 (井上道場) 石川和樹 (勇輝会館) 竹本結貴(勇輝会館) 市来亮賀 (勇輝会館)

初級クラス小学 3年男子 南蒼 (金森道場) 西ケ迫春人 (男 塾) 笠井皇希 (真盟平野) 島崎雄史(勇輝会館)

(8位 ) 白川楓真 (成拳塾) 北之園龍心 (拳聖塾 ) 中国幸太 (拳聖塾 ) 船中梨玖綱1健塾森下)

初級クラス小学 4年男子 花井哲太 (桜塾) 松浦聖 (澤崎道場) 石嶺太陽 (桜塾) 池永翔音 (井上道場)

(8 位 ) 濱田心聖 (士衛塾石川) 木村叶弥(澤崎道場) 杉山慧 (男 塾) 山本蒼士郎 (拳友会中山)

初級クラス小学 5年男子 伊藤壮良(桜塾) 前山龍生 (金森道場) 富田出海 (高橋道場 ) 白川li駕 (成拳塾)

初級クラス小学 6年男子 馬込涼成 (森道場 ) 岸本梨玖 (白 蓮石橋) 宮田海斗 (志友会館 ) 丸木悠平 (自 蓮人尾西)

初級クラス中学男子 西村祐星 (成拳塾) 瀧藤虹輝 (真盟泉佐野) 村本葵 (井上道場)

初級クラス小学 1・ 2年女子 藤田星莉 (桜塾) 吉田杏果梨鋼J健塾) 桝田紗羅 (光道會舘)

初級クラス小学 3・ 4年女子 増田こころ(白 蓮羽曳野) 岸本夏歩 (白 蓮石橋 ) 井上百夏 (井上道場 ) 諸熊咲樹 (聖武会館 )

初級クラス小学 5・ 6年女子 葛原美奈乃(真武會) 川村心優 (真盟和泉)

初級クラス中学女子 船中日葵鋼」健塾森下) 川野澪 (森道場)

中級クラス幼年 松本陽詩 (拳武会館)

中級クラス小学 1年男子 渡連我 (顕正会館)

中級クラス小学 2年男子 佐藤翼 (武建会館) 藤本愛叶(白 蓮羽曳野) 吉野昂平 (大和会館 )


