第 12 回 NOAH-CUP 関西ジュニア空手道選手権大会 入賞者
名前

優勝

初心クラス(上段なし)年中・年長

3位

準優勝

3位

日岡丈ノ新(至道会館)

渡久山碧海(聖武会館)

藤原丈太朗(内田塾)

長谷瑠斗(聖心會)

新谷真矢(桜塾)

代継弘武(拳聖塾)

鉄尾翔空(井上道場)

仲村和真(内田塾)

初心クラス(上段なし)小学 1 年男子

森田山翔(白蓮東大阪北)

川端英太朗(桜塾)

北野駿(一光会館)

堀内一樹(拳聖塾)

初心クラス(上段なし)小学 2 年男子

清水偲壱(成心會)

土橋大智(拳聖塾)

堀場大智(田口道場)

初心クラス(上段なし)小学 3 年男子

井上真菜斗(伸武館)

準優勝

初心クラス(上段なし)小学 4 年男子

山田雅之(拳聖塾)

泉輝(拳聖塾)

初心クラス(上段なし)小学 5 年男子

細川豹(桜塾)

難波莉人(桜塾)

初心クラス(上段なし)小学 6 年男子

松本陽(剛拳塾戸井田)

市原晴太郎(剛拳塾戸井田)

初心クラス(上段なし)小学 1 年女子

稲垣ゆの(一光会館)

西岡芽衣(拳聖塾)

初心クラス(上段なし)小学 2 年女子

上塚聖奈(誠空会池田)

波田百花(恒心会館)

初心クラス(上段なし)小学 3 年女子

西岡愛莉(田口道場)

田中梓紗(井上道場)

初心クラス(上段なし)小学 4 ・ 5 年女子

中谷陽咲(拳聖塾)

角倉寧音(拳聖塾)

初心クラス(上段あり)年少

梅本豹雅(昇心塾)

近藤大河(拳聖塾)

初心クラス(上段あり)年中・年長

森上太翔(真正会秀勇館)

折目樹希翔(拳聖塾)

辻健太朗(恒心会館)

中島蒼樹斗(成心會)

初心クラス(上段あり)小学 1 年男子

中村陽向(聖武会館)

辻佑都(恒心会館)

遠藤翔向(拳聖塾)

村上海偉(全極真米山)

初心クラス(上段あり)小学 2 年男子

福地大葵(真正会秀勇館)

坪井陽人(剛拳塾森下)

吉松龍士(剛拳塾森下)

加藤颯真(井上道場)

初心クラス(上段あり)小学 3 年男子

中西歩(真正会秀勇館)

志賀丈瑠(誠空会大阪)

中村琥瑠(成心會)

岡野虎太郎(楽心会)

初心クラス(上段あり)小学 4 年男子

代継悠真(拳聖塾)

山田晴翔(光道會舘)

初心クラス(上段あり)小学 5 年男子

豊川凰輝(聖武会館)

中村桜太(極真関西本部)

初心クラス(上段あり)小学 6 年男子

大阪谷寛斗(拳聖塾)

森野脩大(真盟泉佐野)

初心クラス(上段あり)小学 1 年女子

上野琴羽(恒心会館)

初心クラス(上段あり)小学 3 年女子

中川愛心(田口道場)

青戸凜(田口道場)

初心クラス(上段あり)小学 5 年女子

太田羽泉(拳聖塾)

大久保咲希(田口道場)

ベスト 8

角倉旺介(拳聖塾)

藤本煌人(楽心会)

初心クラス(上段あり)小学 6 年女子

下西みう(剛拳塾戸井田)

初級クラス

幼年

林福人(拳聖塾)

橋本隆翔(桜塾)

初級クラス

小学 1 年男子

大久保将希(田口道場)

水野翔麻(聖武会館)

西村悠(真正全真阿倍野)

石川隆輝(七州会広田)

初級クラス

小学 2 年男子

西川湊(桜塾)

伊藤康修(桜塾)

中旺世(正樹道場)

岸本一輝(井上道場)

初級クラス

小学 3 年男子

山田幸乃丞(佐藤道場)

上辻理久(金剛カラテ橋本)

水元牙琥(聖心會)

丸林大也(全極真米山)

初級クラス

小学 4 年男子

江崎桜芽(空身館)

吉岡寿希也(ノーティー)

鈴木騎士(桜塾)

田中陽彩(学心会)

初級クラス

小学 5 年男子

米森祥太郎(正樹道場)

入江優太(恒心会館)

宮田崇琉(真盟泉佐野)

安坂海聖(極真関西本部)

初級クラス

小学 6 年男子

中山誠那(拳友会中山)

中村翔成(川田道場)

中西榮太(真盟泉佐野)

加藤大葵(真盟泉佐野)

初級クラス

中学男子

片山琥珀(勇真会館)

川瀬大毅(光道會舘)

初級クラス

小学 1 年女子

京谷心萌(岡村道場姫路)

興座愛琉和(武秋会館)

初級クラス

小学 2 年女子

浦濱心菜(井上道場)

日岡李理子(至道会館)

初級クラス

小学 3 年女子

山下美音(輪道会)

武藤夢乃(無心拳)

初級クラス

小学 5 年女子

深田弥恵(拳聖塾)

佐々木心春(拳聖塾)

初級クラス

小学 6 年女子

黒田唯月(誠流塾)

石嶺美(桜塾)

中級クラス

年中

石川琉希(誠會)

井上憂真(誠會)

中級クラス

小学 1 年男子

松田大和(大和会館)

前神大地(高橋道場)

中級クラス

小学 2 年男子

田上稟翔(白蓮羽曳野)

黒木迅(白蓮東大阪北)

中級クラス

小学 3 年男子

村本虎汰郎(金剛カラテ川地)

薮内渉太(聖心會)

佐藤翼(武煌会館)

福山大悟(岡村道場姫路)

中級クラス

小学 4 年男子

菊地涼羽(拳武会館)

丸林航大(全極真米山)

山崎理人(全極真米山)

久保田龍介(武秋会館)

中級クラス

小学 5 年男子

矢野颯雅(高橋道場)

三谷悠真(高橋道場)

峰虎太郎(白蓮東大阪東)

田中洸夢(餅田道場)

中級クラス

小学 6 年男子

高井陽也(岡村道場本部)

建武真宏(飛心会)

木村陸斗(聖武会館)

山田悦煕(聖武会館)

中級クラス

中学男子

中原志葉(正琉会館)

今井遥希(真盟泉佐野)

佐藤有斗(神谷塾)

渡邊正義(真門塾)

柏木玖心(白蓮東大阪東)

中級クラス

小学 3 年女子

田口天音(田口道場)

綛谷真彩(聖心會)

村上鈴音(全極真米山)

中級クラス

小学 4 年女子

木村優菜(聖武会館)

諸熊咲樹(聖武会館)

金子愛美(拳聖塾)

中級クラス

小学 5 年女子

松並莉音(誠流塾)

野口詩帆(格闘塾)

チャンピオンクラス年少・年中

前田結斗(勇輝会館)

小寺貫太(光道會舘塔本)

チャンピオンクラス年長

佐藤太陽(武煌会館)

森麗愛(昇心塾)

兵庫歩香(金森道場)

チャンピオンクラス小学 1 年男子

大城桃李(高橋道場)

山下玲音(輪道会)

増田智樹(誠流塾)

船中颯人(光道會舘)

チャンピオンクラス小学 2 年男子

伊澤啓吾(真正会秀勇館)

大嶋恵輔(戦士會)

山下翔大(誠會)

櫻井颯人(烈士塾)

チャンピオンクラス小学 3 年男子

吉井連(桜塾)

吉野昂平(大和会館)

佐藤蓮(空研塾西田)

黒木寿希也(真盟和泉)

チャンピオンクラス小学 4 年男子 30 ㎏未満

降旗伶皇(誠流塾)

大曽根愛斗(極真浜井愛知)

安野琉希(光道會舘)

中村碧斗(寛水流成道會)

チャンピオンクラス小学 4 年男子 30 ㎏以上

村上剣心(全極真米山)

南方海至人(井上道場)

水野透麻(聖武会館)

平尾太一(桜塾)

チャンピオンクラス小学 5 年男子 35 ㎏未満

京口総勝(聖心會)

奥山瑠斗(仰拳塾)

藤川勇和(顕正会館)

平瀬拳(烈士塾)

チャンピオンクラス小学 5 年男子 35 ㎏以上

金城壮志(誠會)

辰巳存(聖武会館)

西田煌生(烈士塾)

柴田大夢(義道会館)

チャンピオンクラス小学 6 年男子 40 ㎏未満

水谷帝斗(全極真米山)

鈴木聖生(飛心会)

武藤勘介(無心拳)

喜佐映斗(武奨館)

チャンピオンクラス小学 6 年男子 40 ㎏以上

藤井瑛心(拳武会館)

石田虎琉(拳真流)

小寺隆惺(戦士會)

楠山瑛唯(顕正会館)

チャンピオンクラス中学 1 年男子 45kg 未満

大石蓮(大和会館)

伊藤瑠哉(真正会秀勇館)

中村海斗(寛水流成道會)

塩見勇翔(宮野道場本部)

チャンピオンクラス中学 1 年男子 45kg 以上

三木翔斗(至道会館)

チャンピオンクラス中学 2 年男子 50kg 未満

青木悠柊(飛心会)

森思温(桜塾)

チャンピオンクラス中学 2 年男子 50kg 以上

中山星音(桜塾)

橋本雷汰(寛水流竜成会)

チャンピオンクラス中学 3 年男子 55kg 未満

中竜馬(真正全真阿倍野)

山本悠太(志友会館)

チャンピオンクラス中学 3 年男子 55kg 以上

髙田龍聖(闘英館)

林徳斗(聖心會)

チャンピオンクラス高校男子 60kg 以上

北林滉樹(真盟泉佐野)

北林樹(真盟泉佐野)

チャンピオンクラス小学 1 年女子

黒木寿蘭(真盟和泉)

原田美愛(聖武会館)

チャンピオンクラス小学 2 年女子

竹内優奈(白蓮八尾西)

代靖容(桜塾)

チャンピオンクラス小学 3 年女子

西野桜(聖心會)

中村結愛(川田道場)

チャンピオンクラス小学 4 年女子

金子海里(真武會)

夏目玲菜(桜塾)

チャンピオンクラス小学 5 年女子

河﨑梨穏(真武會)

チャンピオンクラス小学 6 年女子

日岡真子(至道会館)

チャンピオンクラス中学女子

米山青望(全極真米山)

一般壮年男子 35 才以上(有級)70 ㎏未満

阪口智紀(光道會舘)

一般壮年男子 35 才以上(有級)70 ㎏以上

長谷川輝久(斯誠塾)

一般壮年男子 45 才以上(有級)70 ㎏未満

北之園正章(拳聖塾)

一般壮年男子 45 才以上(有級)70 ㎏以上

薮内勝也(勇真会館)

一般男子(有段)無差別

田渕神太(拳聖塾)

山本敏夫(極真浜井和歌山)

一般女子無差別

脇上さくら(寛水流成道會)

田渕涼香(拳聖塾)

橋本楓汰(寛水流竜成会)

中山星來(桜塾)

藤原汐杏(白蓮東大阪北)

神田桃香(聖心會)

長谷川蘭(斯誠塾)

吉田暖海(武奨館)

瀧樹杏(空研塾西田)

米山果乃(全極真米山)

丸山瑞希(拳聖塾)

白川祥吾(成拳塾)

大阪谷資彦(拳聖塾)

