
令和元年　魚本流創立40周年記念
第２１回 大阪府少年少女空手拳法選手権大会 結果

令和元年６月２３日

堺市立大浜体育館

優 　勝 準優勝

花の町 総本部

岸元 一那 魚本 凪夏
明治池 しらなみ 明治池 美原

藤本 隆之介 安野 直宏 長尾 柊哉 荒井 俊人
大伴

山本 姫煌
花の町 南茨木

江川 緒心 坂田 衣知花
総本部 五箇荘 榎 大美野

畠山 新菜 齋 絢菜 西村 友希 西埜 空葉
大伴 高鷲南 大仙 中加賀屋

山本 姫愛 湯浅 凛 篠原 奈々心 横田 香光
大伴 埴生南

吉本 優那 川越 菜々美
榎 朝潮橋 大伴 大伴

西村 陽那 石田 理子 廣谷 優衣 金谷 亜虹
総本部 天美東

奈良 優寿貴 上谷 蒼空
大伴 千代田 本部 総本部

西渕 叶和 久保 凛 杉田 皐生 岡本 菜々心
大仙 和泉緑ヶ丘 金岡 花の町

堂道 一翔 米田 琉柊 鯵坂 清人 藤本 夏都
本部 藤井寺 美原 高鷲南 大伴 室堂 花の町 本部

脇田 淳希 西原 碧都 蘆田 凌聖 西野 幸太朗 西光 克起 今井 奏汰 丸山 龍輝 荻野 芯
大伴 金岡 大伴 大仙

野村 流生 堤 優一郎 吉田 大輝 堂道 夢人
天美東

山村 奏太
榎 南池田

森出 陸人 平野 湊音
本部 花の町 大伴 千代田 大伴 古市南 本部 古市

眞鍋 真矢 浅丘 竜大 小田 璃音 平井 善 畑 矢優 辰巳野 颯真 下元 陽翔 伊藤 陸真
美原 ガーデン 千代田 美原 金岡 総本部 天美東 和泉緑ヶ丘

末永 海翔 矢野 大地 林 珀亜 平谷 恭乃祐 玉置 兜雅 大成 煌雅 上谷 蒼志 モハマド サリム
本部 本部 千代田 いぶき野

坂元 蒼詞 溝田 凪 久保 哲平 上間 大駕
美原 本部

平谷 龍乃祐 眞鍋 和生人
花の町 花の町 総本部 古市

岸元 那々生 安川 慧 金澤 雄河 村田 蓮
総本部 総本部

間吾 柑太 野口 凛恩
本部 美原 住之江 総本部

森本 隆之介 谷口 翔太 岡野 太馳 佐々木 雄真
五箇荘 五箇荘 本部 千代田 天美東 住之江 高鷲南 本部

加藤 徳 柊 斗真 中谷 駿介 田村 樹 山西 歩輝 中井 啓太郎 下畠 駿 齊藤 鉄平
五箇荘 千代田 明治池 金岡

田村 幸太 林 郁穂 竹内 悠馬 白石 漣
金岡 本部

科野 兼伸 杉田 莞生
本部 本部 総本部 天美東

川人 茂樹 谷山 大芽 奈良 幸明 林田 大和
　小学４・５・６年男子（選抜）の部

　小学１・２・３年男子（選抜）の部

　小学５年男子（上級）の部

　小学６年男子（上級）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６年男子（初・中級）の部

　小学３年男子（中級）の部

　小学４年男子（中級）の部

　小学５年男子（初・中級）の部

　小学１年男子（中級）の部

　小学３年男子（初級）の部

　小学４年男子（初級）の部

　小学１年男子（初級）の部

　小学２年男子（初級）の部

　小学４・５・６年女子（選抜）の部

　小学１・２・３年女子（選抜）の部

　小学６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２年女子の部

　幼児（年長）の部

　小学１年女子の部

３　  位 優秀選手賞（ベスト８）

　幼児（年少・年中）の部
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