
平成３０年度　魚本流
第３０回 全日本少年少女空手拳法選手権大会〔チャンピオンクラス〕  結果

平成３０年１２月９日
堺市金岡公園体育館

優 　勝 準 優 勝 ３　  位 ３　  位 特別賞

前田　結斗 渡辺　龍輝

勇輝会館 士衛塾

今西　應介 伊東　晃玖 渡辺　小春

極真関西 真正会 吉村道場

上谷　蒼空 鈴木　なつな 大塚　真生 秦　愛穂

魚本流 飛心会 新極真会 飛心会

大塚　真生 藤野　姫安 髙尾　咲斗 河野　一心

新極真会 極真竹吉道場 魚本流 勇輝会館

秦　愛穂 後藤　星菜 柳　恭生 後藤　優斗

飛心会 新極真会 魚本流 新極真会

喜多　梨湖 宮崎　沙菜 喜多　梨湖 前田　陽斗

極真関西 餅田道場 極真関西 勇輝会館

中岡　淳心 畠中　大河 笹裏　健士朗

新極真会 金森道場 聖武会館

前田　陽斗 河野　真心 川人　茂樹

勇輝会館 勇輝会館 魚本流

髙尾　咲斗 奈良　幸明 上谷　蒼空

魚本流 魚本流 魚本流

河野　一心 塩田　崚悟 前田　結斗

勇輝会館 魚本流 勇輝会館

川人　茂樹 鈴木　聖生 中岡　淳心

魚本流 飛心会 新極真会

伊東　晃玖 木下　涼真 今西　應介

真正会 魚本流 極真関西

渡辺　龍輝 水本　龍人 木暮　煌己 中村 陸 藤野　姫安 後藤　星菜

士衛塾 圏彗會 聖心會 極真竹吉道場 極真竹吉道場 新極真会

柳　恭生 柳　康介 木下　涼真 水本　龍人

魚本流 魚本流 魚本流 圏彗會

渡辺　小春 松岡　渚紗 柳　康介 松岡　渚紗

吉村道場 勇輝会館 魚本流 勇輝会館

後藤　優斗 村上　斗輝 村上　斗輝

新極真会 金森道場 金森道場

畠中　大河 板東　稜人 奈良　幸明 塩田　崚悟

金森道場 新極真会 魚本流 魚本流

笹裏　健士朗 原田　飛龍 鈴木　なつな 宮崎　沙菜

聖武会館 魚本流 飛心会 餅田道場

河野　真心 鈴木　聖生

勇輝会館 飛心会

木暮　煌己 中村 陸

聖心會 極真竹吉道場

板東　稜人 原田　飛龍
新極真会 魚本流

 小学１・２年女子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

堺 市 長 賞
 小学３・４年女子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

 小学５年女子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

受賞者

 幼児（年少・年中）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

大阪府知事賞

 幼児（年長）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

大阪市長賞

 小学６年女子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

茨木市長賞

 小学１年男子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

和泉市長賞

 小学２年男子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

松原市長賞

 小学３年男子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

富田林市長賞

 小学４年男子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

河内長野市長賞

 小学５年男子（軽量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

羽曳野市長賞

 中学生男子（重量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

大阪市
教育委員会賞

 高校生男子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

堺市
教育委員会賞

 小学５年男子（重量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

大阪狭山市長賞

 小学６年男子（軽量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

大阪府
教育委員会賞

 小学６年男子（重量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

 中学生女子の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）

 中学生男子（軽･中量）の部
（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｸﾗｽ）



平成３０年度　魚本流　第３０回 全日本少年少女空手拳法選手権大会〔初級･中級･上級クラス〕 結果
平成３０年１２月９日

堺市金岡公園体育館

守田　優羅 岸元　那々生 眞鍋　真矢
本部 花の町 本部

小川　凌 林田　大和 髙地　隆也 川人　美紗樹 森　彩莉 大宅　美依杏
金岡 天美東 古市 本部 中加賀屋 三日市

安川　慧 浅丘　竜大 山口　正覇 谷口　翔太 平谷　恭乃祐 平岡　大夢 神山　朋希 荻原　朱理
花の町 花の町 本部 美原 美原 本部 古市 住之江

谷山　大芽 西野　怜央 古賀　佳奏 前田　寧々 平岡　渉 絹田　累二
本部 本部 本部 五箇荘 和泉緑ヶ丘 中加賀屋

久保　凛 山西　歩輝 江川　緒心 一谷　蓮史 田村　樹 高橋　広大
千代田 天美東 花の町 高鷲南 千代田 三日市

宮口　或 中谷　桜彩 岡本　菜々心 赤山　琉人 松田　一輝 野口　凛恩
古市 本部 総本部 室堂 花の町 総本部

末永　海翔 森　颯大 三木　紫雲 馬場　涼輔
美原 総本部 天美東 榎

申　瑞姫 髙田　真直 矢野　大地 佐々木　雄真 石本　龍也 白石　漣
花の町 南池田 ガーデン 総本部 中加賀屋 金岡

山城　倫 平谷　龍乃祐 石川　修也 村田　蓮 横山　魁虎 北川　明弘
総本部 美原 大仙 古市 大伴 中加賀屋

坂元　蒼詞 山口　上総 森出　陸人 髙田　真円 齋　絢菜 畠山　新菜
本部 本部 榎 南池田 五箇荘 美原

末永　春陽 林　郁穂 湯浅　凛 山本　姫愛 岡部　菖 西村　陽那
美原 千代田 高鷲南 大伴 金岡 榎

脇田　淳希 山口　宗眞 小牧　星南 寺岡　毅峻
本部 南茨木 しらなみ しらなみ

和田　勝磨 森本　隆之介 科野　兼伸 藤原　彰斗 上谷　蒼志 大成　煌雅 和田　朋樹 岡田　大知
千代田 本部 金岡 南池田 天美東 総本部 千代田 中加賀屋

森出　晴馬 赤池　昌晶 友利　龍星 林　珀亜 モハマド サリム 杉本　誇有 中井　啓太郎
榎 マリン 金岡 千代田 和泉緑ヶ丘 南池田 住之江

優 　勝 準優勝 ３　  位 ３　  位 敢闘賞

宮口　或 髙地　隆也 森出　陸人 髙田　真円 石戸　晴樹
古市 古市 榎 南池田 いぶき野

末永　春陽 江川　緒心 坂田　衣知花
美原 花の町 南茨木

中谷　桜彩 川人　美紗樹 齋　絢菜 畠山　新菜 西村　友希
本部 本部 五箇荘 美原 榎

岡本　菜々心 森　彩莉 湯浅　凛 山本　姫愛 横田　香光
総本部 中加賀屋 高鷲南 大伴 中加賀屋

申　瑞姫 古賀　佳奏 吉本　優那
花の町 本部 大伴

久保　凛 大宅　美依杏 岡部　菖 西村　陽那 宮山　萌愛
千代田 三日市 金岡 榎 金岡

山城　倫 前田　寧々 齋　菜々椛
総本部 五箇荘 五箇荘

安川　慧 岸元　那々生 石川　修也 村田　蓮 脇田　淳希 山口　宗眞 小牧　星南 寺岡　毅峻 西野　幸太朗
花の町 花の町 大仙 古市 本部 南茨木 しらなみ しらなみ 高鷲南

浅丘　竜大 眞鍋　真矢 横山　魁虎 北川　明弘 野村　流生
花の町 本部 大伴 中加賀屋 大伴

末永　海翔 平谷　恭乃祐 上谷　蒼志 大成　煌雅 中山　律貴
美原 美原 天美東 総本部 中加賀屋

坂元　蒼詞 平岡　渉 岡田　泰我
本部 和泉緑ヶ丘 天美東

平谷　龍乃祐 絹田　累二 畑　秀優
美原 中加賀屋 大伴

山口　正覇 和田　勝磨 荒本　拓馬
本部 千代田 花の町

谷口　翔太 森本　隆之介 矢野　大地 佐々木　雄真 和田　朋樹 岡田　大知 林　珀亜 モハマド サリム 上仁　悠叶
美原 本部 ガーデン 総本部 千代田 中加賀屋 千代田 和泉緑ヶ丘 和泉緑ヶ丘

山西　歩輝 平岡　大夢 杉本　誇有 中井　啓太郎 久保　哲平
天美東 本部 南池田 住之江 千代田

林　郁穂 赤山　琉人 寺岡　暢亮
千代田 室堂 しらなみ

森　颯大 神山　朋希 松谷　颯
総本部 古市 明治池

小川　凌 科野　兼伸 松田　一輝 野口　凛恩 三好　晃
金岡 金岡 花の町 総本部 室堂

守田　優羅 藤原　彰斗 小峰　舞音
本部 南池田 いぶき野

林田　大和 森出　晴馬 一谷　蓮史 田村　樹 柊　斗真
天美東 榎 高鷲南 千代田 五箇荘

谷山　大芽 赤池　昌晶 石本　龍也 白石　漣 米田　清太郎
本部 マリン 中加賀屋 金岡 金岡

西野　怜央 友利　龍星 三木　紫雲 馬場　涼輔 隈元　彬登
本部 金岡 天美東 榎 しらなみ

山口　上総 高橋　広大 西埜　悠斗
本部 三日市 大美野

髙田　真直 荻原　朱理 久保　亮貴
南池田 住之江 朝潮橋

茨木市長賞
和泉市

教育委員会賞

和泉市長賞
富田林市

教育委員会賞

松原市長賞
河内長野市

教育委員会賞

大阪府知事賞
大阪市教育委

員会賞

大阪市長賞
堺市

教育委員会賞

堺 市 長 賞
茨木市

教育委員会賞

優 秀 選 手 賞（ベスト８）

　幼児年長の部

富田林市長賞
羽曳野市

教育委員会賞

河内長野市長賞
大阪狭山市

教育委員会賞

羽曳野市長賞

府民スポーツ
レクレーション
フェスティバル
組織委員会賞

大阪狭山市長賞

大阪府教育委員会賞

　小学２年女子の部

　小学１年女子の部

　小学５年女子の部

　小学３年女子の部

　小学４年女子の部

　小学１年男子（初級）の部

　小学２年男子（初級）の部

　小学６年女子の部

　小学３年男子（初級）の部

　小学４年男子（初級）の部

　小学５年男子（初級）の部

　小学３年男子（中級）の部

　小学４年男子（中級）の部

　小学１年男子（中級）の部

　小学６年男子（初･中級）の部

　小学５年男子（中級）の部

　小学４年男子（上級）の部

　小学２年男子（中・上級）の部

　小学３年男子（上級）の部

　小学５年男子（上級）の部

　小学６年男子（上級）の部

　中学生男子（中・重量）の部

　中学生男子（軽量）の部


