
種目
番号 優勝 準優勝

1 秋山健祐(磯城野高校) 古波津敬太(東住吉心意館) 豆野虎太郎(関大一中一高) 藤本英太(磯城野高校)

2 國定和華(空士館) 戸坂咲百合(小瀬侑成館)

3 黒井藍樹(磯城野高校) 宗田仁寿(壮龍館)

4 大矢桃香(磯城野高校) 大田愛夢(磯城野高校)

5 雪野正博(龍眞館)

6 笹尾桃花(関西大学) 橘　由莉(武庫川女子)

7 明石大樹(知新館)

8 明石唯奈(知新館) 酒井菜々子(知新館)

9 大久保ゆゐ(龍眞館) 小森司麻(龍眞館)

10 千原美沙(成文道場) 末廣沙樹(成文道場) グェン・ヴァン・トゥアン(壮龍館) 井上唯菜(本部)

11 田村心陽(成人館) 佐藤登生(巽龍泉洞) 馬田波希(空士館) 堀田知恩(小瀬侑成館)

13 木下寧々(成人館) 倉田達平(成人館) 瀬口美玲(成人館) 定兼采芭(春木心意館)

14  １～３年 樫村心渚(成人館)

15  ４～６年 栁田結衣(小瀬侑成館) 廣嶋ココ(小瀬侑成館) 宮住蒼佑(東住吉心意館) 猪野心春(成人館)

16  １～３年 吉田　蒼(成人館) 松尾拓真(成人館)

17  ４～６年 立井希実(小瀬侑成館) 増尾雄大(徳島龍星心意) 松本　樹(春木心意館) 河合琥叶(勝己館)

18  １～３年 川上　駆(成人館) 塩屋佳帆子(成人館)

19  ４～６年 立花　杏(徳島龍星心意) 空野龍臣(甲柔館) 塩屋雅樹(成人館) 千﨑伍真(小瀬侑成館)

20  １～３年 南出祥希(知新館) 小池聡介(空士館) 北田晴琉(空士館) 西尾一輝(壮龍館)

21  ４～６年 岩井田佑輝(鹿児島龍泉洞) 山本依心(春木心意館) 関口咲那(壮龍館) 東本龍大(春木心意館) 住村渉太(徳島龍星心意) 竹内壱秀(徳島龍星心意) 上田彩恵(壮龍館) 池田美菜(成文道場)

22  １～３年 前田宗馬(翔倭館) 三貝龍聖(壮龍館) 山下渚斗(小瀬侑成館) 川崎遥斗(東住吉心意館) 岩﨑　凛(鶴見侑成館) 高橋なるは(小瀬侑成館) 前田采葉(翔倭館) 丸下慶士(本部)

23  ４～６年 岡本桜子(壮龍館) 藤崎正義(八雲東) 大西陽士(壮龍館) 松下　渉(壮龍館) 井内奏斗(徳島龍星心意) 長野隼士(小瀬侑成館) 文元悠琴(壮龍館) 長野律生(知新館)

竹之内源斗(春木心意館) 仲川敢太(壮龍館) 向井　歩(翔倭館) 嶋美織子(鶴見侑成館)

柿本唯衣(小瀬侑成館) 宮住堅人(東住吉心意館) 有吉駿都(翔倭館) 德原吏成(小瀬侑成館)

新井　蓮(侑成館) 山下花凪(小瀬侑成館) 中村奏太(鶴見侑成館) 山道麗乃(龍眞館)

25  ４～６年 田中　蘭(知新館) 江田兼星(龍眞館) 八田崇裕(知新館) 金澤侑稟(翔倭館)

26  １～３年 末廣陽樹(成文道場) 浦井皇典(空士館) 木原大雅(心技館) 溝下拳志朗(壮龍館) 與那嶺大和(八雲東) 西川玖斗(小瀬侑成館) 李　蕊彤(壮龍館) 江田光陽(龍眞館)

27  ４～６年 伴瞭太郎(徳島心意館) 日浅瑠夏(真誠館) 中田　陽(鶴見侑成館) 森川藍乃(用木館)

28 空野琥太郎(甲柔館) 山本悠太郎(龍眞館) 吉田滉芯(関大北陽中・高) 碇山陸斗(知新館)

29 清水　渚(関大北陽中・高) 中里美希(関大北陽中・高) 田中てん(龍眞館) 伊藤舞乃(春木心意館)

30 増田壮礼(用木館) 熊尾昂汰(徳島龍星心意) 塩屋聡慈(成人館) 末廣應樹(成文道場)

31 村瀬杏奈(成人館) 山本依愛(春木心意館) 足立紗英(成人館) 山口舞華(成人館)

壮年　男女有段

24

壮年　男女段外

小学生男女　６級～７級

小学生男女　８級～１０級
 １～３年

小学生男女　３級

小学生男女　４級～５級

小学生男女　有段
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種　　　　目

中学生男子有段

優  秀  選  手

高校生女子有段

小学生男女　１段

小学生男女　２級

幼児

一般女子段外

３位

濵野未羽伽(徳島龍星心意)

一般女子有段

高校生女子段外

増尾奏真(徳島龍星心意)

中学生女子段外

 坂口樹一(心技館)

中学生男子段外

小学生男女　無級

丸山颯介(徳島龍星心意)

高校生男子有段

高校生男子段外

一般男子有段

中学生女子有段

一般男子段外



優勝 準優勝

37 岸本裕暉(関大北陽中・高) 豆野虎太郎(関大一中一高) 髙谷　煌(関大北陽中・高) 後藤壱太(関大北陽中・高)

38 中井幸四郎(関大北陽中・高) 森江太一(関大北陽中・高) 井上泰一嗣(関大北陽中・高) 黒井藍樹(磯城野高校) 土手下拓哉(関大北陽中・高) 嶋田雄一(関大北陽中・高) 宮地悠弥(関大一中一高) 堀辰之佑(関大一中一高)

39 片岡瑠斐(侑成館) 谷真里花(関大北陽中・高) 福原由珠香(関大一中一高) 山本歩璃(龍眞館)

40 大矢桃香(磯城野高校) 北野桃香(磯城野高校) 水野咲綺(関大一中一高) 大田愛夢(磯城野高校)

41 武村流空(天理大学) 土井　翼(天理大学) 望月勇稀(関西大学) 笠谷純行(天理大学) 山本海人(天理大学) 藤野愛大(天理大学) 空閑大祐(天理大学) 池内優輝(天理大学)

42 明石大樹(知新館) グェン・ドゥック・チュアン(壮龍館)

43 砂田依輝(関西大学) 山本ももこ(天理大学) 宮下七菜子(関西大学) 黒川智生(天理大学)

44 藤原汐音(武庫川女子) グエン・ティ・ホア(壮龍館) グェン・ティ・ロァン(壮龍館) 谷口みなみ(武庫川女子)

45 田辺浩史(関大一中一高) 大前智洋(用木館)

46 石原崇史(壮龍館) 増田宏之(用木館)

47 小森司麻(龍眞館)

48 井上唯菜(本部) 雪野靖子(龍眞館)

49 礒部櫂生(本部) 辻村健仁(甲柔館) 堀田知恩(小瀬侑成館) 井上星奈(本部)

50 塚本　真(成人館) 田中零士(知新館) 丸下慶士(本部) 東本大翔(春木心意館)

51 前田宗馬(翔倭館) 溝口颯希(空士館) 丸山颯介(徳島龍星心意) 中嶋陽翔(翔倭館) 安部惟楓(空士館) 北田晴琉(空士館) 増尾奏真(徳島龍星心意) グェン・ホゥォン・バック(壮龍館)

52 水野杏時(甲柔館) 西尾一輝(壮龍館) 吉田　蒼(成人館) 川崎遥斗(東住吉心意館) 塚本侑希斗(成人館) 南出祥希(知新館) 玉岡空翔(用木館) 川口結之(鶴見侑成館)

53 塩屋雅樹(成人館) 住村渉太(徳島龍星心意) 安達祐貴(壮龍館) 八田崇裕(知新館) 江田兼星(龍眞館) 井内奏斗(徳島龍星心意) 松本　樹(春木心意館) 甲藤遼大(甲柔館)

54 宮永大空(羽曳野心意館) 倉田達平(成人館) 宇佐見朗生(壮龍館) 塚本孝太(成人館) 原田颯汰(本部) 中山　晟(知新館) 松下　渉(壮龍館) 十川直樹(用木館)

55 冨江奏多(鶴見侑成館) 石田　渉(本部) 藤原丈太郎(東住吉心意館) 伊藤慶充(小瀬侑成館) 恒吉孝仁(勝己館) 伊達郁仁(壮龍館) 秋田　庵(春木心意館) 西出源都(春木心意館)

56 前田采葉(翔倭館) 岩﨑　唯(鶴見侑成館) 塩屋佳帆子(成人館) 太田柑那(成人館)

57 末廣陽樹(成文道場) 吉田和花(成人館)

58 浦川眞生(鶴見侑成館) 濵野未羽伽(徳島龍星心意) 浅井　京(成人館) 瀬口美玲(成人館)

59 板山玲希(成人館) 竹内和奏(徳島龍星心意) 水野文香(成人館) 西田　杏(春木心意館)

60 木下寧々(成人館) 栁田結衣(小瀬侑成館) 多嶋　舞(成人館) 坂口杷樹(心技館)

61 廣嶋ココ(小瀬侑成館) 立井希実(小瀬侑成館) 高橋いのり(小瀬侑成館) 定兼采芭(春木心意館)

62 空野琥太郎(甲柔館)

63 塩屋聡慈(成人館) 中村悠一郎(関大一中一高) 増田壮礼(用木館) 山岸祥(龍眞館)

64 末廣楓樹(成文道場) 福井頼造(本部)

65 猪野倫太郎(成人館) 横井慶佑(関大一中一高)

66 伊東悠介(関大一中一高) 毛利泰士(武専館)

67 酒井悠太(成人館) 恒川侑楽(成人館) 多嶋拓音(成人館) 村瀬裕希(成人館)

68 村上風花(本部) 池田歩叶(成文道場)

69 酒井美里(成人館) 濵野埜乃夏(徳島龍星心意)

70 清水　渚(関大北陽中・高)

71 浅井　和(成人館) 板山瑠花(成人館)

72

73 中学生女子３年 段外

中学生男子２年 有段

中学生女子１年 有段

中学生女子１年 段外

中学生女子２年 有段

中学生女子２年 段外

中学生女子３年 有段

一般女子段外

小学生女子2年

小学生女子１年

種　　　　目

高校生男子段外

高校生女子段外

高校生女子有段

中学生男子１年 段外

中学生男子３年 段外

小学生男子１年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第６８回　賢友流空手道全国選手権大会戦績表(組手)　　　　　　於　東大阪アリーナ　　令和４年１１月３日(木)
優  秀  選  手

幼児

３位

一般男子有段

一般男子段外

一般女子有段

壮年　男子

高校生男子有段

中学生男子２年 段外

中学生男子３年 有段

小学生男子６年

中学生男子１年 有段

壮年　女子

小学生女子４年

小学生女子５年

小学生女子６年

壮年　男子

壮年　女子

小学生男子２年

小学生男子５年

小学生男子４年

小学生男子３年

小学生女子３年


