
7月16日　原池公園体育館

種目 学年 優勝 準優勝 三位 三位 優秀選手 優秀選手 優秀選手 優秀選手

横田　大地 有田　巧 清澄　菜々華 川淵　唯生 薗　駿輝 松本　慧希 今田　菜々美 羽生　悠悟

誠勇東 上小湊 上小湊 太西会総本部 太西会総本部 五個荘 明武館 太西会総本部

森川　健汰 山畑　苺香 久保　景汰 藤本　馨生 浦本　月乃 北林　佑基 鎌田　真希志 山田　晟豊

太西会総本部 明武館 上小湊 五個荘 誠勇東 太西会西百舌鳥 太西会総本部 上小湊

吉田　奈菜 渡辺　結斗 入谷　百南 稲垣　恵太 新酒　義男 宇田　歩叶 髙宮　直士 甘崎　紅葉

太西会西百舌鳥 金岡 太西会西百舌鳥 北野田 北野田 太西会清水 上小湊 太西会西百舌鳥

伊藤　真司 清澄　沙久良 服部真生 杉本　桃香 岡本　瑞樹 宮川　幸汰 前田　健心 世木　佑真

五個荘 上小湊 宮園 太西会本部 北野田 上小湊 上小湊 五個荘

小林　愛佳 杉本　夏音 谷口　陽之心 坂上　美慎 東　晃成 蛭子谷　大夢 有田　力 岸田　和晃

太西会総本部 太西会総本部 上小湊 太西会総本部 太西会総本部 北野田 上小湊 太西会総本部

藤堂　幹倫 山本　実慶 八倉　巧輝 小川　奏明 梶丸　翔 吉田　圭 竹中　渉 岡田　奈桜

百舌鳥 五個荘 上小湊 堺上野芝 五個荘 太西会西百舌鳥太西会西百舌鳥 誠勇東

渡部　はるか 清澄　亜依理 村上　瑠夏 藤代　晃士 東　暉起 都間　珠里 岡西　優依 松本　紗希

五個荘 上小湊 太西会総本部 太西会総本部 太西会総本部 北野田 堺上野芝 金岡

服部飛人 有田　来夢 林　純太 伊藤　玲奈 土田　陽大 入江雄真 崎濱　優琉 小林　美咲

宮園 上小湊 上小湊 堺上野芝 新金岡 宮園 宮園 堺上野芝

山下　浩奈 川原　胡桃 谷口　空心 伊藤　南々葉 中井　遥斗 赤名　竜乃介 東　竜至 髙橋　愛梨

太西会総本部 太西会総本部 上小湊 太西会総本部 太西会総本部 浅香山 太西会総本部 太西会総本部

岡本　光樹 下野　直輝 池田　実令 岡　亜美 伊藤　杏美 三村　達哉 山里　菜月

北野田 新金岡 上野芝 上野芝 上野芝 上小湊 上小湊

北岡　怜真 辰己　りか 今田　萌華 坂東　紗采

太西会本部 太西会本部 明武館 光竜寺

松井　紗也花

太西会本部

小低学年 太西会総本部 上小湊Ａ 金岡Ａ 五個荘

小高学年 太西会総本部 新金岡 上小湊Ｂ 堺上野芝Ａ

中学生 堺上野芝 光竜寺

種目 学年 優勝 準優勝 三位 三位 優秀選手 優秀選手 優秀選手 優秀選手

甲藤　一樹 武吉　颯琉 松枝　輝矢 土居　優心 池田　彩咲 中井　太陽 柳田　大貴 田中　菜の羽

大　和 大　和 大　和 大　和 大　和 太西会総本部 太西会総本部 大　和

池田　刻斗 川本　謙太 塚田　耕平 柳内　麻衣 野中　勇豪 泉谷　脩斗 伊藤　好唯 今井　大智

大　和 誠勇東 大　和 大　和 太西会総本部 糸東館堺堀上 上小湊 誠勇東

岩本　陽菜 大野　悠宇 加藤　瑛智 河野　日向 片山　葵 大山　優作 岡田　了祐

太西会総本部 堺上野芝 太西会総本部 太西会総本部 太西会総本部 太西会総本部 誠勇東

西辻　涼人 南　元希 小早川　あゆ 中村　俊也 中垣内　匠 岩崎　祐和 中村　凌雅 平山　柊斗

太西会本部 上小湊 大　和 太西会本部 大　和 大　和 大　和 大　和

石田　裕理 踞尾　晃誠 山崎　陽平 細淵　将英 南　遊羽 石井　敬大 村上　了太郎 坂口　晴空

太西会西百舌鳥 太西会清水 大　和 浅香山 浅香山 太西会西百舌鳥 太西会本部 明武館

曽我　修斗 加藤　彩花 山本　忠明 堺　健太 辻岡　直承 金子　雄直 氏浦　涼輔 土井　翼

大　和 太西会本部 太西会総本部 大　和 上小湊 五個荘 大　和 大　和

古徳　太一 北尻　琢也 岡田　大輝 岩本　泰成 塚田　一葉 南原　唯輝 柴田　拓治 伊東　賢伸

太西会西百舌鳥 太西会本部 上小湊 太西会本部 大　和 大　和 百舌鳥 大　和

川本　優太 柳内　勇人 柿本　陸 土井 翔太 岩崎　光希 須原　麗也 松枝　聖矢 村上　瑠衣

誠勇東 大　和 大　和 大　和 大　和 大　和 大　和 太西会総本部

辻田　一貴 清原　和真 橋本　篤 北庄司　涼 髙橋　凌 大崎　涼真 田中　侑希 稲垣　竜平

太西会総本部 誠勇東 太西会清水 大　和 上小湊 大　和 常　磐 北野田

中辻　魁人 石川　竜成 岩崎　将実 曽我　隼斗 岡本　雄太 東　誉玲 山本　裕二 今田　健太

太西会総本部 大　和 大　和 大　和 新金岡 太西会総本部 太西会総本部 誠勇東

山本　帆志 北野壮一朗 辻田誠一郎 上池　一葉

明武館 太西会総本部 太西会総本部 上小湊

村上志久摩

太西会総本部

小低学年 大　和 太西会総本部 上小湊 誠勇東

小高学年 大　和 誠勇東 太西会西百舌鳥 太西会総本部

中学生 太西会総本部
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第39回堺市スポーツ少年団中央大会空手道の部　大会結果
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