
第七回播州姫路カップ　大会結果 ２０１３年２月２４日

クラス 順位 名前 道場・支部
１位 荊木　和希 奈良支部
２位 西　楽生 大阪西支部
３位 井川　美咲 豊岡道場
１位 田中　志侑 大阪西支部
２位 野澤　晴希 塚口道場
３位 京極　大和 堺道場
１位 逢阪　心 たつの道場
２位 曽我部　圭斗 愛媛支部
３位 野澤　快斗 塚口道場
１位 神山　藍伽 奈良支部
２位 洲嵜　智保 名谷道場
３位 榎原　弐夏 加古川道場
１位 高原　痲比瑠 川西道場
２位 田坂　美夢 伊丹道場
３位 京極　茜 堺道場
１位 藤本　彰虎 高知支部
２位 林　海斗 福井支部
３位 田甫　はるか 奈良支部
１位 中田　有亮 阿倍野道場
２位 関尾　健太 神戸道場
３位 吉岡　可菜 大阪東南支部
１位 岡山　伸英 蒲生道場
２位 蘒原　広宣 玉造道場
３位 英　泰治 中山台道場
１位 渡辺　奏良 名谷道場
２位 西野　光 堺道場
３位 松井　瞭誠 愛媛支部
１位 吉田　篤志 大阪なみはや支部
２位 西野　龍成 大阪東南支部
３位 佐藤　蓮 大阪西支部
１位 古川　和樹 西宮道場
２位 茱茰　樹希 魚住道場
３位 柴田　大熙 住ノ江道場
１位 坂田　青葉 羽曳野道場
２位 山下　結人 西脇道場
３位 谷　英里香 富田林道場
１位 京極　大和 堺道場
２位 魚森　友望子 姫路飾磨道場
３位 和田　虎太朗 西脇道場
１位 大江　慶志朗 神戸道場
２位 杉本　圭 西脇道場
３位 主島　錬 名谷道場
１位 岸本　大和 松原道場
２位 橋本　一征 たつの道場
３位 有吉　希生 小野道場

幼年　初級　型の部

小学1・2年生　初級　型の部

小学３・４年生　初級　型の部

小学1・2年生　上級　型の部

幼年の部ソフトクラス　軽量級

幼年の部ソフトクラス　重量級

小学1年ソフトクラス　初級の部

小学2年ソフトクラス　初級　軽量級

小学3・4年生　上級　型の部

小学5・6年生　上級　型の部

一般　上級　型の部

壮年　上級　型の部

小学2年ソフトクラス　初級　重量級

小学3年ソフトクラス　初級　軽量級

小学3年ソフトクラス　初級　重量級



１位 松崎　雄真 大阪東支部
２位 主島　大 名谷道場
３位 花井　壮吾 塚口道場
１位 松山　雄亮 西明石道場
２位 三木　護 大阪なみはや支部
３位 長谷川　新 徳島支部
１位 塗木　結人 播磨道場
２位 木村　考佑 市川道場
３位 東　健人 阪南道場
１位 渡辺　真紗斗 朝霧道場
２位 池田　明斗 大阪なみはや支部
３位 清水　皇貴 加古川道場
１位 中村　豪成 西宮道場
２位 濱本　照海 放出鶴見道場
３位 和田　凌 高砂道場
１位 藤田　無我 愛媛支部
２位 岡野　将太 芦屋道場
３位 榎原　弐夏 加古川道場
１位 神原　僚太 愛媛支部
２位 西野　つかさ 大阪東南支部
３位 万井　大暉 北大阪支部
１位 赤崎　隼人 堺道場
２位 早川　紫衿 阿倍野道場
３位 内田　椋 魚住道場
１位 石川　廉大 愛媛支部
２位 中塚　由莉奈 百舌鳥八幡道場
３位 松井　弥陸 愛媛支部
１位 島瀬　稜平 塚口道場
２位 奥野　斗真 淡路道場
３位 石塚　奨梧 姫路飾磨道場
１位 谷　英龍 富田林道場
２位 篠原　帆貴 大阪東南支部
３位 片岡　優成 西脇道場
１位 岡　風弥 兵庫支部
２位 伊藤　一希 たつの道場
３位 古谷　貴一 天王寺道場
１位 山本　瑠虎 京都支部
２位 安田　朗 京都支部
３位 矢歌　礼次郎 芦屋道場
１位 川上　隼斗 塚口道場
２位 山本　飛翔 松原道場
３位 駒井　祐哉 姫路道場
１位 平見　澪 阿倍野道場
２位 松本　翔太 豊岡道場
３位 和田　大輝 高砂道場
１位 好井　虹花 羽曳野道場
２位 鈴江　美月 徳島支部
３位 冨田　真由 加古川道場
１位 西　楽生 大阪西支部

小学4年ソフトクラス　初級　重量級

小学5・6年ソフトクラス　初級の部

小学1年ソフトクラス　中級　軽量級

小学1年ソフトクラス　中級　重量級

小学4年ソフトクラス　初級　軽量級

小学4年ソフトクラス　中級　軽量級

小学4年ソフトクラス　中級　重量級

小学5年ソフトクラス　中級　軽量級

小学5年ソフトクラス　中級　重量級

小学2年ソフトクラス　中級　軽量級

小学2年ソフトクラス　中級　重量級

小学3年ソフトクラス　中級　軽量級

小学3年ソフトクラス　中級　重量級

小学6年ソフトクラス　中級　軽量級

小学6年ソフトクラス　中級　重量級

小学5.6年女子ソフトクラス　

幼年の部チャンピオンクラス　



２位 大利　誠 淡路道場
３位 渡邊　照英 姫路飾磨道場
１位 松蔭　秀 朝霧道場
２位 島瀬　裕次 塚口道場
３位 古賀　蒼空 西宮道場
１位 佐藤　宙 大阪西支部
２位 岡崎　輝石 大阪西支部
３位 森脇　龍星 名谷道場
１位 平川　零二 高知支部
２位 正堺　洸羽 高知支部
３位 佐川　人成 大阪東南支部
１位 久田　修世 須磨南道場
２位 笹裏　健士郎 兵庫支部
３位 児玉　亜瑞 兵庫支部
１位 西村　蓮太 貝塚道場
２位 島野　優太 京都支部
３位 坂本　祥真 名谷道場
１位 山根　魁斗 堺道場
２位 川又　汰成 愛媛支部
３位 今田　伸太 住ノ江道場
１位 重　裕晴 加古川道場
２位 武本　和也 富田林道場
３位 久保田　玲雄 高砂道場
１位 坪井　将輝 高砂道場
２位 長澤　大和 北大阪支部
３位 高原　涼真 川西道場
１位 神山　藍伽 奈良支部
２位 中西　羽来 奈良支部
３位 竹村　愛子 高知支部
１位 田坂　美夢 伊丹道場
２位 吉川　祐紀 大阪西支部
３位 中西　由芽 奈良支部
１位 久田　菜々依 須磨南道場
２位 重吉　成海 塚口道場
３位 小川　さくら 塚口道場
１位 藤崎　痲由 松原道場
２位 中塚　莉央奈 三木道場
３位 阪中　佑菜 泉佐野道場
１位 塗木　拓夢 播磨道場
２位 小野　大輝 姫路道場
３位 柏木　廉斗 三木道場
１位 高橋　秀太 兵庫支部
２位 関尾　健太 神戸道場
３位 山本　彪流 京都支部
１位 兼久　啓太朗 大阪東南支部
２位 高岡　将太 愛媛支部
３位 下之園　蓮 朝霧道場
１位 松岡　直哉 名谷道場
２位 小川　輝也 三田道場

小学1年チャンピオンクラス

小学2年チャンピオンクラス

小学3年チャンピオンクラス

小学4年チャンピオンクラス

幼年の部チャンピオンクラス　

小学1.2年女子チャンピオンクラス　

小学3.4年女子チャンピオンクラス　

小学5.6年女子チャンピオンクラス　軽量級

小学5.6年女子チャンピオンクラス　重量級

小学5年チャンピオンクラス　軽量級

小学5年チャンピオンクラス　重量級

小学6年チャンピオンクラス　軽量級

小学6年チャンピオンクラス　重量級

中学生初級の部　無差別級　

中学１年生 上級の部　軽量級　

中学１年生 上級の部　重量級　

中学2・3年生 上級の部　軽量級　



３位 井上　敬太 兵庫支部
１位 小川　紫蓮 岡山東支部
２位 藤原　章寛 尼崎道場
３位 平川　稜人 高知支部
１位 仲宗根　健 大阪西支部
２位 松田　健 芦屋道場
３位 小山　瑛祐 川西道場
１位 三浦　光理 姫路道場
２位 森本　乃愛 垂水道場
３位 浜田　杏澄 垂水道場
１位 林出　菜月 奈良支部
２位 玉西　萌芳 徳島支部
３位 夏原　万宙 川西道場
１位 藤川　雄然 高知支部
２位 石橋　勇次 兵庫支部
３位 長谷川　雄輝 名谷道場
１位 小川　優里 明石道場
２位 藤田　幸代 西脇道場
３位
１位 徳本　帆夏 徳島支部
２位 山本　直緒 奈良支部
３位 西野　望 北大阪支部
１位 池田　明日香 大阪なみはや支部
２位 夏原　帆万里 川西道場
３位 徳永　文音 灘道場
１位 西村　敬介 加西道場
２位 井内　幹雄 姫路道場
３位
１位 岡上　朋弘 北大阪支部
２位 岡崎　充 大阪なみはや支部
３位 英　泰治 中山台道場
１位 西川　建治 名谷道場
２位 田中　邦明 西脇道場
３位 安田　広信 名古屋支部
１位 三橋　進二 大阪中央支部
２位 小野　尊重 姫路道場
３位 平山　聖一 名谷道場
１位 古川　隆 北大阪支部
２位 大島　大 兵庫支部
３位
１位 大柿　信也 名谷道場
２位 奥　勇人 東灘道場
３位
１位 福本　尚輝 神戸道場
２位 垣内　克海 尼崎道場
３位 田尻　貴浩 名谷道場
１位 二杉　聡人 三木道場
２位 鍋島　由雅 兵庫支部
３位 田中　信吾 堺東道場

中学2・3年生 上級の部　中量級　

中学2・3年生 上級の部　重量級　

中学生女子 初級の部　無差別

中学生女子上級の部　無差別

中学2・3年生 上級の部　軽量級　

壮年 初級の部　35～49歳　重量級

壮年 上級の部　35～49歳　重量級

壮年初級の部　40～59歳　軽量級

壮年上級の部　40～49歳　軽量級

高校生上級の部　中量級

女子初級の部　無差別

女子上級の部　軽量級

女子上級の部　無差別

壮年上級の部　50～59歳　無差別級

一般初級の部　軽量級

一般初級の部　中量級

一般中級の部　軽量級



１位 岸田　剛　 三木道場
２位 穐原　拓弥 魚住道場
３位 平井　佑昂 神戸大学
１位 梶野　達仁 塚口道場
２位 京極　智和 堺道場
３位 アーレン・マルテル 西宮道場
１位 岡田　将俊 兵庫支部
２位 田中　一央 川西道場
３位 紅田　和馬 神戸北道場
１位 亀井　元気 神戸道場
２位 間瀬場　亮 三宮道場
３位 永井　享 川西道場
１位 畠中　勝規 兵庫支部
２位 阪本　幸一 名谷道場
３位 中村 修志 三田道場

一般上級の部　重量級

一般中級の部　中量級

一般中級の部　重量級

一般上級の部　軽量級

一般上級の部　中量級


