
１位 ２位 ３位 ３位
ふりかな おおとなり いっさ たけおか くうと おおまえ ろく　 まつうら らく たざき ふうが

氏名 ☆　大隣 一颯 ☆　竹岡 空澄 大前　禄 松浦 楽空 田崎 風雅

団体名 都　島 都　島 三　密　会 三　密　会 吹田市拳連

ふりかな たきもと ひろと ほんじょう たすく こはま しゅうへい あかお こうた

氏名 瀧本 皓仁 本庄　　佑 小浜 守平 赤尾　煌太

団体名 都　島 拳　親　会 三 密 会 浪速武道館

ふりかな きょう たいし ふかほり かんた みき　かいじ しば　まさる

氏名 姜　泰志 深堀　幹太 三木　絵詞 芝　　優

団体名 大阪市旭区拳連 三　密　会 親　和　会 浪速武道館

ふりかな かわい じょうすけ きむら こうだい うえむら　かなで いとう　ゆうき ほりもと しゅうへい

氏名 ☆　川井　丈輔 木村　航大 ☆　上村　奏颯 伊藤　佑季　 堀本　周平

団体名 親　和　会 明　生　館 明　生　館 明　生　館 新　風　会

ふりかな やました　ゆめと わたなべ りゅうしん あべ　おうら のだ　ゆうた

氏名 ☆　山下　夢翔 渡邉　琉心 安部　王彬 野田　悠太

団体名 真　武　館 三　密　会 守口市拳連 吹田市拳連

ふりかな ふじい　はやと きよす　まさたか なかい　たいき なかがわ まさはる

氏名 藤井　勇仁 吉益　正隆 中井　大貴 中川　剛陽

団体名 吹田市拳連 吹田市拳連 吹田市拳連 拳　親　会

１位 ２位 ３位 ３位
ふりかな つじもと　ゆうと よりかわ　りゅうと ささ　まさむね あずまや　りょうすけ

氏名 辻本　悠仁 寄川　龍人 佐々　政心 東屋　良介

団体名 守口市拳連 吹田市拳連 新　風　会 拳　親　会

ふりかな よねたに じんたい かめい かいりゅう おおたに　るいき

氏名 米谷　甚太 亀井　海琉 大谷　流生

団体名 吹田市拳連 浪速武道館 三　密　会

ふりかな つちや けんせい ふじおか　せいや ただ　いっき よしの まさかず

氏名 土屋　賢生 藤岡　晟矢 多田　樹生 吉野　将和

団体名 三　密　会 吹田市拳連 大阪市旭区拳連 関大大中学

１位 ２位 ３位 ３位
ふりかな おおの　なおき よしい　れん かわうち たから こどい　かずき

氏名 ☆　大野　直樹 吉井　　蓮 川内　　宝 ☆　小土井　壱貴

団体名 東大阪大柏原高 大阪高校 大商大堺高 東大阪大柏原高

ふりかな すだ　けんと ほそだ　もとし おかべ　じんや まつばやし げんた

氏名 須田　健斗 　☆　細田　幹志 岡部　仁哉 松林　源太

団体名 大阪府立今宮高 大阪府立今宮高 大阪府立今宮高 大阪府立今宮高

１位 ２位 ３位 ４位
ふりかな かどの こうへい とみなが かずき うえがいと かずなり まつやま しょうた しなだ　しげと

氏名 角野　晃平 ☆　冨永　一希 上垣内　一成 松山　翔太 品田　茂人

団体名 大体大 真武館 関大 信太山博隆会 真武館

ふりかな はいたに けいた やすはら りょうた たかまる まさき きたの　りょう

氏名 灰谷　佳大 安原　亮太 髙丸　雅貴 北野　　諒

団体名 関大 近大 関大 大体大

ふりかな さいとう きょうすけ おおくら しゅうへい いがわ　まさひろ いづか　だいすけ

氏名 齊藤　匡亮 大倉　脩平 井川　雅大 井塚　大資

団体名 大体大 追大 大経大 関大

ふりかな たけがき りょうすけ ちば　ゆめと おおやま　たつや かつらだ しょうご

氏名 竹垣　良祐 千葉　夢斗 大山　達也 桂田　翔虎

団体名 大体大 関西外大 近大 関大

段外

段外

第２６回　日本拳法大阪府民大会（個人戦）入賞者（30.6.10）
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１位 ２位 ３位 ３位
ふりかな あまの ゆずは きのした るな たなか あんな まなべ もか

氏名 天野 柚芭 木之下 悠愛 田中 杏奈 眞鍋 望華

団体名 三　密　会 親　和　会 拳　親　会 守口市拳連

ふりかな えはら まい かみぞの あんり たなか みこと

氏名 江原　舞 神園 杏凛 田中 美琴

団体名 親　和　会 真　武　館 三　密　会

ふりかな よりかわ まこ ほうえ みくる りゅう らいか せがわ めい

氏名 寄川　真心 宝得　未来 龍　来歌 瀬川　芽彩　

団体名 三　密　会 大　道 洪游會西成 浪速武道館

ふりかな いしくら あんな ただ まちい ここあ きうら かのん

氏名 石倉　杏奈 多田ひかり 町井　想空 木浦　翔音

団体名 吹田市拳連 大阪市旭区拳連 大阪市旭区拳連 大阪市旭区拳連

ふりかな のだ かのん あべ　　　 よねたに　　 もといけ ゆずな

氏名 野田 果音 安部 いっさ ☆　米谷 ひばり 本池　柚奈

団体名 吹田市拳連 守口市拳連 吹田市拳連 浪速武道館

ふりかな かわい いずみ おやま　りん かわい じゅんな しらま　せな

氏名 川井 唯津子 尾山　凛 ☆　川井　純菜 白間　聖奈

団体名 三　密　会 守口市拳連 親　和　会 三　密　会

１位 ２位 ３位 ３位
ふりかな かじむら ゆいな みき　すすか おうじ　　　 いわい　いちこ

氏名 梶邑 優衣菜 三木　涼香 尾子 ひよ ☆　岩井 伊智子

団体名 三　密　会 大　道 三　密　会 洪游會西成

ふりかな いわき みあか みなみ りのあ かわい ももか よしおか ゆうこ

氏名 ☆　岩木　美朱 南　凛乃愛 　☆　川井　桃華 吉岡　悠子

団体名 洪游會西成 吹田市拳連 親　和　会 大阪市旭区拳連

ふりかな とみなが みゆう よなみね　あずさ たけだ　こなつ

氏名 冨永　美優 與那嶺　梓 武田　好夏

団体名 真　武　館 三　密　会 三　密　会

１位 ２位 ３位 ４位
ふりかな たきはな　　 ほうえ　みさき ささ　みのり ---

氏名 ☆　瀧花　サリ ☆　宝得　未咲 佐々　美里 ---

団体名 大阪高校 大阪高校 大阪高校 ---

ふりかな くりやま　　 こば　ゆうか えんどう　かりん ---

氏名 栗山　ひより 木庭　優佳 遠藤　香凛 ---

団体名 大阪高校 大道 開成館 ---

１位 ２位 ３位 ４位
ふりかな おかもと　あつみ やまはら　ちほ からさわ　しほ わかばやし　ちなつ

氏名 ☆　岡本　敦美 ☆　山原　千歩 唐澤　志保 若林千夏

団体名 関大 関大 関大 大経大

女子
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1年
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3年

日本拳法　第２６回　春季大阪府民体育大会（個人戦）入賞者
兼 ： 2018　日本拳法総合選手権出場予選会・出場枠

成人・男子・高段の部　４名　女子・無差別・２名
高校生の部：男子４名（有段２名：段外２名）：女子（４名）

小学・中学：男女・各３名
全部門　☆印選手は総合出場有資格者につき、３位迄に入賞の場合は下位の選手繰上とします。

（於：30.6.10：10：00～　大阪市立東淀川体育館）
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