
全日本少年少女・近畿少年少女空手道選手権大会 奈良県選考会
日時 : 2021年5月30日（日）

上位1名　全少大会及び近少大会出場
上位4名　近少大会出場となります。

学年 種目 種目 名　　前 ふりがな 道場名

組手男子１年生 組手 前田　宗馬 まえだ　そうま 翔  　倭 　 館

組手男子１年生 組手 黒岩　魁仁 くろいわ　かいと 誠真館明心塾

組手男子１年生 組手 津村　悠我 つむら　ゆうが 誠真館明心塾

組手男子１年生 組手 中西　結士 なかにし　ゆうし 新誠館桜井

組手男子２年生 組手 片岡　獅子杜 かたおか　ししと 空翠会

組手男子２年生 組手 川端　風理 かわばた　ふうり 正明会中村塾

組手男子２年生 組手 村島　悠梧 むらしま　ゆうご 新誠館桜井

組手男子２年生 組手 浦岡　巧 うらおか　たくみ 源精会

組手男子３年生 組手 山本　湊 やまもと　みなと 錬聖会武心館

組手男子３年生 組手 吉井　唯斗 よしい　ゆいと 林派田原本

組手男子３年生 組手 島田　厳輝 しまだ　げんき 誠真館小西

組手男子３年生 組手 泉　竜空 いずみ　りく 天理青雲館

組手男子４年生 組手 阪本　大悟 さかもと　だいご 正明会中村塾

組手男子４年生 組手 前田　陽翔 まえだ　はると 正明会中村塾

組手男子４年生 組手 生駒　俊祐 いこま　しゅんすけ 奈良桜空健和館

組手男子４年生 組手 川辺　遥大 かわべ　はると 奈良桜空健和館

組手男子５年生 組手 永井　来晟 ながい　らいせい 正明会平群

組手男子５年生 組手 澤井　太貴 さわい　たいき 正明会平群

組手男子５年生 組手 村上　蔵ノ助 むらかみ　くらのすけ 新和会

組手男子５年生 組手 浦西　悠真 うらにし　ゆうま 正明会中村塾

組手男子６年生 組手 堀内　皇希 ほりうち　こうき 新和会

組手男子６年生 組手 安達　大翔 あだち　はると 獅子塾

組手男子６年生 組手 久保利　友哉 くぼり　ともや 奈良拳聖舘

組手男子６年生 組手 稲葉　匡泰 いなば　まさや 体誠塾神修館

組手女子１年生 組手

組手女子２年生 組手 増田　聖愛 ますだ　せいら 天理青雲館

組手女子２年生 組手 阪口　瑞希 さかぐち　みずき 体誠塾神修館

組手女子２年生 組手 永井　心花 ながい　こはな 空翠会

組手女子２年生 組手 西口　すずな にしぐち　すずな 錬真館

組手女子３年生 組手 上田　萌桜 うえだ　もか 空翠会

組手女子３年生 組手 吉田　れいら よしだ　れいら 一心舘奈良

組手女子３年生 組手 高　睦尭 こう　むよう 誠真館明心塾

組手女子３年生 組手 足立　遥乃 あだち　はるの 天理青雲館

組手女子４年生 組手 足立　琴春 あだち　ことは 天理青雲館

組手女子４年生 組手 堀内　陽咲 ほりうち　ひさき 新和会

組手女子４年生 組手 高橋　寿々菜 たかはし　すずな 陽明会島村道場

組手女子４年生 組手 伊丹　海桜 いたみ　みお 奈良桜空健和館

組手女子５年生 組手 松岡　菜月美 まつおか　なつみ 空翠会

組手女子５年生 組手 黒川　芽生 くろかわ　めい 林派田原本

組手女子５年生 組手 今北　千代花 いまきた　ちよか 空翠会

組手女子５年生 組手 島田　莉愛 しまだ　りあい 誠真館小西

組手女子６年生 組手 西井　芭菜 にしい　はな 天理青雲館

組手女子６年生 組手 西本　心優 にしもと　みひろ 誠真館小西

組手女子６年生 組手 高橋　楓菜 たかはし　ふうな 陽明会島村道場
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学年 種目 種目 名　　前 ふりがな 道　場　名

形男子１年生 形 櫨　新太 はし　あらた 林派・生駒

形男子１年生 形 八木　航太郎 やぎ　こうたろう 林派・生駒

形男子１年生 形 木下　弥 きのした　わたる 新和会

形男子１年生 形 松島　壮亮 まつしま　そうすけ 大和正氣館

形男子２年生 形 服部　充利 はっとり　じゅうり 林派・生駒

形男子３年生 形 池内　愛朗 いけうち　あろう 林派・生駒

形男子３年生 形 竹下　大和 たけした　やまと 誠真館明心塾

形男子３年生 形 倉橋　結人 くらはし　ゆいと 林派・生駒

形男子４年生 形 宇陀　洸世 うだ　こうせい 草野派糸東流会

形男子４年生 形 山崎　力輝 やまざき　りき 誠真館明心塾

形男子５年生 形 國本　想人 くにもと　そうと 奈良桜空健和館

形男子５年生 形 森山　裕矢 もりやま　ゆうや 新和会

形男子５年生 形 竹下　隆之介 たけした　りゅうのすけ 誠真館明心塾

形男子５年生 形 中谷　優月 なかたに　ゆづき 誠真館明心塾

形男子６年生 形 中尾　遼也 なかお　りょうや 誠真館明心塾

形男子６年生 形 早志　佳太 はやし　けいた 林派・生駒

形男子６年生 形 林　冴丞 はやし　さすけ 奈良拳聖舘

形男子６年生 形 若松　輝将 わかまつ　てるまさ 憲武館奈良

形女子１年生 形 湯田　優月羽 ゆだ　ゆづは 誠真館明心塾

形女子２年生 形 神田　莉織和 かんだ　りおな 林派・生駒

形女子３年生 形 湯田　琉美菜 ゆだ　るみな 誠真館明心塾

形女子３年生 形 松田　悠愛 まつだ　ゆな 大和正氣館

形女子３年生 形 早志　花菜 はやし　かな 林派・生駒

形女子４年生 形 花房　空 はなふさ　そら 新和会

形女子４年生 形 西山　莉愛 にしやま　れいら 新誠館桜井

形女子４年生 形 寺川　亜海 てらかわ　あみ 草野派糸東流会

形女子４年生 形 新保　みるは しんぼ　みるは 林派・生駒

形女子５年生 形 池内　蓮桜 いけうち　れお 林派・生駒

形女子５年生 形 栗林　希実 くりばやし　のぞみ 新誠館桜井

形女子５年生 形 田口　愛依菜 たぐち　あいな 大和正氣館

形女子５年生 形 土屋　希衣 つちや　かなえ 体誠塾神修館

形女子６年生 形 梶田　愛優菜 かじた　あゆな 王寺拳龍会

形女子６年生 形 吉本　葉月 よしもと　はづき 林派・生駒

形女子６年生 形 上坂　紗輝 こうさか　さき 新和会

形女子６年生 形 山口　泉 やまぐち　いずみ 新誠館桜井
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