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大和郡山市金魚スクエア体育館

組手

学年 順位 氏名 団体名 学校名

優勝 足立　理美 天理青雲館 天理市立井戸堂小

準優勝 南田　芽那 健真館 筒井小

優勝 阪本　陸斗 正明会中村塾 大安寺西小

準優勝 増田　鷹虎 天理青雲館 天理市立櫟本小

第三位 澤田　大誠 林派田原本 田原本北小

第三位 木下　宗次朗 翔倭館 矢田南小

優勝 湯田　優月羽 誠真館明心塾 片桐西小

準優勝 山崎　夏奈 誠真館明心塾 郡山北小

優勝 津村　悠我 誠真館明心塾 平和小

準優勝 黒岩　魁仁 誠真館明心塾 郡山西小

第三位 前田　宗馬 翔倭館 矢田小

第三位 松島　彰也 桜空健和館 奈良市立佐保小

優勝 増田　聖愛 天理青雲館 天理市立櫟本小

準優勝 佐々木　玲奈 空手拳道獅子塾 下田小

優勝 片岡　獅子杜 空翠会 平城小

準優勝 脇谷　颯 空翠会 大宮小

第三位 南出　祥希 知新館 磐城小

第三位 大隅　翔太 天理青雲館 天理市立山の辺小

優勝 吉田　れいら 一心舘 上牧第三小

準優勝 高　睦尭 誠真館明心塾 郡山北小

第三位 上田　萌桜 空翠会 済美小

第三位 松田　悠愛 大和正氣館 真美ケ丘東小

優勝 竹下　大和 誠真館明心塾 大安寺西小

準優勝 津村　歩利 誠真館明心塾 平和小

第三位 島田　厳輝 誠真館小西 昭和小

第三位 安達　陸翔 空手拳道獅子塾 関屋小

優勝 足立　琴春 天理青雲館 天理市立井戸堂小

準優勝 堀内　陽咲 新和会 忍海小

第三位 伊丹　海桜 桜空健和館 奈良教育大学附属小

第三位 二宮　葵 空翠会 大安寺西小

優勝 中村　海惺 正明会中村塾 平群小

準優勝 奥田　力太 一心舘 上牧小

第三位 山崎　力輝 誠真館明心塾 郡山北小

第三位 阪本　大悟 正明会中村塾 大安寺西小

優勝 松岡　菜月美 空翠会 済美南小

準優勝 黒川　芽生 林派田原本 広陵東小

第三位 西本　杏 新誠館桜井 耳成南小

第三位 粉室　彩 体誠塾朝倉 榛原小

優勝 永井　来晟 新和会 三郷北小

準優勝 村上　蔵ノ助 新和会 たかむち小

第三位 竹下　隆之介 誠真館明心塾 大安寺西小

第三位 花房　海音 新和会 畝傍東小

令和4年度　第71回奈良県空手道選手権少年大会　結果
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学年 順位 氏名 団体名 学校名

優勝 久保利　友哉 奈良拳聖舘 春日中

準優勝 稲葉　匡泰 神修館 河合第二中

第三位 岩井　風樹 空翠会 春日中

第三位 上月　健琉 空翠会 春日中

優勝 村上　丞太郎 新和会 高取中

準優勝 国本　聖 天理青雲館 天理市立南中

第三位 覚道　航太 錬真館 香芝北中

第三位 脇屋　顕彰 知新館 上牧中

優勝 吉田　るか 一心舘 上牧中

準優勝 谷野　美和 大和正氣館 片塩中

第三位 中村　仁愛花 正明会中村塾 平群中

第三位 西本　心優 誠真館小西 郡山南中

優勝 前田　翔汰 正明会中村塾 平城東中

準優勝 柳原　智悠 誠真館小西 郡山南中

優勝 松田　昊來 天理青雲館 天理市立北中

準優勝 相川　隼絆 空翠会 帝塚山中

形

学年 順位 氏名 団体名 学校名

優勝 万野　弥勒 誠真館明心塾 東登美ヶ丘小

準優勝 瀧川　逞 誠真館小西 平和小

第三位 澤田　昊也 桜空健和館 都跡小

第三位 木下　宗次朗 翔倭館 矢田南小

優勝 山崎　夏奈 誠真館明心塾 郡山北小

準優勝 湯田　優月羽 誠真館明心塾 片桐西小

第三位 前田　采葉 翔倭館 矢田小

第三位 石川　明日華 誠真館小西 平和小

優勝 櫨　新太 誠真館明心塾 あすか野小

準優勝 島田　武 誠真館明心塾 郡山北小

第三位 八木　航太郞 林派生駒 俵口小

第三位 木下　弥 新和会 耳成南小

優勝 阪口　瑞希 神修館 河合第二小

準優勝 佐々木　玲奈 空手拳道獅子塾 下田小

優勝 片岡　獅子杜 空翠会 平城小

準優勝 南出　祥希 知新館 磐城小

第三位 中島　大智 大和正氣館 二上小

第三位 謝花　慶喜 誠志館奈良 旭ヶ丘小

優勝 湯田　琉美菜 誠真館明心塾 片桐西小

準優勝 松田　悠愛 大和正氣館 真美ケ丘東小

第三位 謝花　由奈 誠志館奈良 旭ヶ丘小

第三位 早志　花菜 林派生駒 俵口小

優勝 池内　愛朗 林派生駒 俵口小

準優勝 竹下　大和 誠真館明心塾 大安寺西小

第三位 島田　厳輝 誠真館小西 昭和小

第三位 安達　陸翔 空手拳道獅子塾 関屋小

優勝 島田　ここみ 誠真館明心塾 郡山北小

準優勝 花房　空 新和会 畝傍東小

第三位 西山　莉愛 新誠館桜井 桜井西小

第三位 寺川　亜海 草野派糸東流 富雄南小
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学年 順位 氏名 団体名 学校名

優勝 山崎　力輝 誠真館明心塾 郡山北小

準優勝 宇陀　洸世 草野派糸東流 あすか野小

第三位 圓山　日向 草野派糸東流 富雄南小

第三位 中井　新 草野派糸東流 飛鳥小

優勝 池内　蓮桜 林派生駒 俵口小

準優勝 黒川　芽生 林派田原本 広陵東小

第三位 仲本　留佳 大和正氣館 浮孔西小

第三位 土谷　希衣 神修館 河合第二小

優勝 中谷　優月 誠真館明心塾 平城小

準優勝 竹下　隆之介 誠真館明心塾 大安寺西小

第三位 増田　甚汰 新和会 たかむち小

第三位 森山　裕矢 新和会 たかむち小

優勝 梶田　愛優菜 王寺拳龍会 王寺南義務教育学校

準優勝 吉本　葉月 林派生駒 郡山南中

優勝 中尾　遼也 誠真館明心塾 郡山中

準優勝 藤本　臨大郎 誠真館明心塾 伏見中

第三位 稲葉　匡泰 神修館 河合第二中

第三位 久保利　友哉 奈良拳聖舘 春日中

優勝 谷野　美和 大和正氣館 片塩中

準優勝 生駒　心温 草野派糸東流 富雄南中

第三位 藤尾　空 新和会 京西中

第三位 森田  始萌 林派田原本 田原本中

優勝 林　冴丞 奈良拳聖舘 京西中

準優勝 黒住　太一 一心舘 三郷中

優勝 松井　洸瑠 誠真館明心塾 郡山中

準優勝 佐竹　優大 草野派糸東流 平城中

団体形

優勝 明心塾 A 竹下 中谷 竹下

準優勝 明心塾 B 湯田 島田 山崎

三位 新和会 森山 増田 花房

三位 大和正氣会 A 田口 中島 松田

中１男子　有段

中2・3女子　有段

中学2・3男子　有段

中学男女　段外

小５男子

小６女子

小６男子

中１女子　有段


