
平成２５年１２月１日（日） 
第２０回 岸和田市スポーツ少年団 空手道大会 競技成績表 

岸和田市中央体育館 
 

種  目 優  勝 準 優 勝 ３  位 優  秀  選  手 

 

 

 

形 

 

 

 

試 

 

 

 

合 

幼児男女 野田 開仁 

仁野田 開 

東岸和田 谷口 莉武 東岸和田 高木 優之介 武勝館 瀬籐 美咲 東岸和田         

小学 1年男子 白井 大誠 光 明 中山 海月 武勝館 久保 祐真 光 明 小阪 柊太 盛勝館         

小学 2年男子 平井 北斗 盛和館 谷口 大誠 東岸和田 岸部 魁人 修武館 寺中 廉 東岸和田         

小学 3年男子 泉 琉聖  盛和館 野田 昌大 東岸和田 大野 碧仁 盛心館 水谷 隼人 盛和館 岡本 健吾 盛道館 普久原 心響 盛道館 笹島 光平 東岸和田 和田 龍空 盛心館 

小学 4年男子 宮内 鷹 盛勝館 大成 輝波 盛勝館 奥田 歩 盛和館 奥田 成 盛和館 栫 康晴 光 明 中山 竜之介 盛勝館 森口 翔人 盛和館 和田 空大 盛心館 

小学 5年男子 大工 凌 光 明 古賀 晶斗 ときわ 小出 照瑛 武勝館 仲井 壮汰 武勝館         

小学 6年男子 高内 海斗 盛和館 藤田 蓮 盛和館 西野敬樹 東岸和田 青木 友亮 光 明         

小学 1年女子 岡本 純奈 武勝館               

小学 2年女子 岡本 愛純 武勝館               

小学 3年女子 小川 千尋 盛和館               

小学 4年女子 田中 香羽 盛道館 田中 香百 盛道館             

小学 5年女子 松﨑 華奈 光 明 具足 菜那 練心館             

小学 6年女子 大工 琴美 光 明 浮田 紗希 武勝館             

中学生男子 山田 悠仁 光 明 河合 龍吉 東岸和田             

中学生女子 平井 衣扶希 盛和館               

 

 

 

 

 

組 

 

 

手 

 

 

試 

 

 

合 

幼児男女 林 千里 東真会 江阪 琉輝 東岸和田 野村 蒼海 武勝館 高木 優之介 武勝館         

小学 1年男子 白井 大誠 光 明 久保 祐真 光 明 小林 玲斗 挙道館 西村 琉汰 挙道館         

小学 2年男子 岸田 慶伍郎 ＫＢＣ 前田 歩希 光 明 吉冨 聡太 修武館 懸田 隼人 ＫＢＣ         

小学 3年男子 岡本 健吾 盛道館 泉 琉聖 盛和館 大野 碧仁 盛心館 西村 悠一朗 挙道館 西浦 友輝 修武館 水谷 隼人 盛和館 普久原 心響 盛道館 亀井 大吾 光 明 

小学 4年男子 松山 慶吾 盛勝館 奥田 歩 盛和館 岡本 海 東真会 和田 空大 盛心館 森口 翔斗 盛和館 内村 樹 修武館 草ノ瀬 玲於 ＫＢＣ 中山 竜之介 盛勝館 

小学 5年男子 岸田 健太郎 ＫＢＣ 仲井 壮汰 武勝館 古賀 晶斗 ときわ 林 昴 東真会         

小学 6年男子 高内 海斗 盛和館 高野 詳太 ＫＢＣ             

小学 1年女子 岡本 純奈 武勝館               

小学 2年女子 岡本 愛純 武勝館               

小学 3年女子 貝森 菜緒 光 明               

小学 4年女子 田中 香百 盛道館 春名 萌々音 練心館             

小学 5年女子 松﨑 華奈 光 明               

小学 6年女子 ブルゴス寿莉 修武館 浮田 紗希 武勝館             

中学 1年男子 河合 龍吉 東岸和田 山田 悠仁 光 明             

中学 2・3年男子 出口 直哉 光 明               

中学生女子 岡本 紗奈 武勝館               

東岸和田･･聖空館東岸和田  光明･･聖空館光明  ＫＢＣ･･岸和田武道センター  ときわ･･ときわ空手道  


