
種　　目

形1年女子 田中　絵美莉 京都 青木　美織 大阪 北田　結梨佳 大阪 三ヶ島　杏華 兵庫 原田　侑奈 兵庫 今井　芽衣 滋賀 森本　希央梨 京都 小谷　知愛 兵庫

形2年女子 清野　なな 京都 藤本　こころ 大阪 湯田　優月羽 奈良 藤田　寿々 兵庫 佐々木 　明莉 大阪 内海　葉月 大阪 喜屋武　咲凛 滋賀 杉山　愛実 京都

形3年女子 黄　碧純 大阪 梁　心優 大阪 西垣　鈴 大阪 中山　愛央衣 大阪 若林　月菜 京都 濵田　桃花 大阪 金川　杏梨 兵庫 小野　明日美 大阪

形4年女子 安藤　結空 大阪 湯田　琉美菜 奈良 山中　彩未 京都 髙橋　理子 兵庫 松田　悠愛 奈良 北田　明日香 大阪 北村 　ひより 大阪 浅井　心晴 京都

形5年女子 呉山　一花 大阪 村田　幸菜 京都 中西　梨乃 大阪 福岡　琉心 兵庫 金川　花梨 兵庫 郷原　莉音 兵庫 村上　未来 大阪 野上　紗椰 大阪

形6年女子 麦谷　杏莉 京都 東風平　梨沙 大阪 江上　加里菜 兵庫 松下　奈央 大阪 藤田　志帆 京都 平村　柚菜 兵庫 森　美糸 兵庫 中坊　日葵 大阪

形1年男子 櫛田　太海 兵庫 山口　大誠 兵庫 阿部　孝紀 大阪 黄　龍輝 大阪 万野　弥勒 奈良 安岡　龍生 大阪 宮崎　修二 京都 大山　凛士 兵庫

形2年男子 髙橋　和大 兵庫 櫨　新太 奈良 木下　弥 奈良 堂園　晃大 京都 永冶　颯執 大阪 岩田　旭陽 兵庫 山 本　慧 滋賀 八木　航太郎 奈良

形3年男子 髙田　宗汰 大阪 三明　慶祐 京都 脇田　あさひ 京都 大東　壮史 大阪 島田　天翔 大阪 松下　悦士 大阪 大 谷　蓮 太 郎 滋賀 服部　充利 奈良

形4年男子 勝嶋　亮太 京都 竹中　遥音 大阪 黒田　源十 兵庫 小川　誠人 和歌山 内藤　凜太郎 京都 森脇　大惺 兵庫 髙田　怜煌 京都 北嶋　日々人 大阪

形5年男子 原田　湊大 兵庫 杉山　奏太 兵庫 山口　昂大 京都 小野　志音 大阪 宮崎　恭伍 兵庫 山崎　力輝 奈良 藤本　環士郎 奈良 濱澤　慧哉 兵庫

形6年男子 中谷　慶良 兵庫 堀　快士 大阪 橋本　幸空 大阪 中山　鉄將 大阪 竹下　隆之介 奈良 小森　北 斗 滋賀 中谷　優月 奈良 杉山　晴輝 京都

種　　目

組手1年女子 西野　陽菜 大阪 大岡　茜 兵庫 藤江　紗羽 京都 右田　明日香 兵庫 足立　理美 奈良 原　涼香 大阪 伊藤　陽葵 京都 植田　千紗子 大阪

組手2年女子 柴田　杏織 滋賀 明石谷　雫 兵庫 畠山　奈穂 兵庫 増田　美咲 兵庫 田中　咲良 大阪 櫻井　咲蓉 大阪 辻関　奏帆 滋賀 木村　友香 兵庫

組手3年女子 山見　杏里 大阪 清水　優桜 京都 西村　伊織 大阪 佐々木 灯里 大阪 三木　彩乃里 和歌山 岩脇　果凛 兵庫 瀧口　美子 兵庫 杉江　柚稀 大阪

組手4年女子 吉福　百葉 大阪 森下　真希 京都 稲井　かんな 大阪 丑田　紗咲 兵庫 泉野　徳音 滋賀 室屋　杏樹 京都 西田　美乃 大阪 吉田　れいら 奈良

組手5年女子 田村　晶華 大阪 足立　琴春 奈良 北村　結月 大阪 佐光　愛羽 大阪 四之宮　芽莉 京都 山口　愛萊 大阪 大槻　瑠美 兵庫 江川　真梨子 和歌山

組手6年女子 木戸　藍子 大阪 辻野　楓佳 大阪 平山　桜 滋賀 平山　倖愛 大阪 山﨑　瑞月 京都 藤本　愛夢 和歌山 宮本　心晴 兵庫 牧村　有紗 滋賀

組手1年男子 森本　琥太郎 兵庫 阪本　陸斗 奈良 松尾　申盛 京都 増田　鷹虎 奈良 井本　葵 兵庫 久貝　侃司 大阪 夜久　駿介 京都 三宅　璃央斗 京都

組手2年男子 山下　聖尚 大阪 丑田　一翔 兵庫 辻阪　芽心朗 大阪 岡本　喜壱 京都 伊藤　楽生 京都 許斐　涼介 兵庫 竹内　柚希 兵庫 山口　翔真 京都

組手3年男子 矢野　蘭之助 大阪 西村　琉海太 兵庫 片岡　獅子杜 奈良 宮原　槇之介 和歌山 西野　悠陽 大阪 竹矢　悠真 兵庫 上仲　蓮太 兵庫 藤野　晴澄 大阪

組手4年男子 森川　武蔵 大阪 長尾　智瑛 大阪 北川　士 滋賀 松尾　悠生 滋賀 奥内　丈 兵庫 田中　駿 和歌山 世古　生乃羽 和歌山 出見世　遥生 京都

組手5年男子 細井　悠志 滋賀 斎藤　鉄将 大阪 峯岡　颯祐 大阪 阪本　大悟 奈良 入谷　奏斗 和歌山 山下　遼真 京都 西崎　壮 滋賀 相賀　瑛太 和歌山

組手6年男子 落合　創士 大阪 中村　斗哉 大阪 中野　琉斗 大阪 岸本　愛介 兵庫 小西　雄晴 京都 白木　啓太 和歌山 松井　湊星 滋賀 西田　燈彩 京都

女子団体組手 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県

男子団体組手 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県

女子団体形 京都府A 大阪府A 滋賀県A 兵庫県B

男子団体形 大阪府A 大阪府B 京都府A 兵庫県A

女子総合 大阪府

男子総合 大阪府

総合優勝 大阪府

個人組手・形並びに団体形種目3位以内に入賞された選手は、来年2023年2月17日～19日、北海道帯広市よつ葉アリーナ十勝（帯広総合体育館）で開催される第2回全日本少年少女空手道選抜大会の出場権を獲得します。

第５位 第５位

優　　　　勝 準　優　勝 第３位 第３位 第５位 第５位

2022（令和4）年10月16日（日）奈良県奈良市鴻池運動公園 ロートアリーナ奈良（中央体育館）

第9回 笹川杯近畿少年少女空手道選手権大会 結果

第５位 第５位

優　　　　勝 準　優　勝 第３位 第３位 第５位 第５位


