
第六回播州姫路カップ　大会結果 ２０１２年３月２５日

クラス 順位 名前 道場・支部
１位 眞田　優太 神戸道場
２位 浅田　陸人 西宮道場
３位 中田　康晴 阿倍野道場
１位 洲嵜　智保 名谷道場
２位 榎原　弐夏 加古川道場
３位 野澤　快斗 塚口道場
１位 福留　春紀 大阪東南支部
２位 花井　壮吾 塚口道場
３位 上杉　光輝 姫路飾磨道場
１位 隅田　寿子 三宮道場
２位 田辺　今日子 名谷道場
３位  -  -
１位 久保　陸人 須磨南道場
２位 早川　紫衿 阿倍野道場
３位 辰見　和亮 北大阪支部
１位 関尾　健太 神戸道場
２位 牧　日菜子 川西道場
３位 東　秀樹 奈良支部
１位 桑原　志歩 大阪西支部
２位 白井　佑汰 大阪西支部
３位 前田　綾香 塚口道場
１位 宮川　正之 名谷道場
２位 諸岡　宏明 和歌山支部
３位 蘒原　広宣 玉造道場
１位 野澤　晴希 塚口道場
２位 松見　健人 三木道場
３位 岡　颯斗 三木道場
１位 相良　耀 三木道場
２位 細川　侑一郎 阿倍野道場
３位 藤井　乙寧 須磨南道場
１位 中尾　栄翔 富田林道場
２位 岩生　啓汰 天王寺道場
３位 林　竜成 西明石道場
１位 杉本　颯太 東灘道場
２位 杉本　圭 西脇道場
３位 日名　洸之亮 三木道場
１位 浅野　蓮 加古川道場
２位 京谷　幸祐 富田林道場
３位 利根川　悠太 市川道場
１位 岩下　迅 大阪東支部
２位 安田　慎二郎 大阪東南支部
３位 石塚　奨梧 姫路飾磨道場
１位 高橋　勇翔 松原道場
２位 篠原　帆貴 大阪東南支部
３位 片岡　優成 西脇道場

小学1・2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

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

一般　初級　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

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　無差別級

小学2年ソフトクラス　初級　軽量級



１位 菅野 匠 西宮道場
２位 安田　朗 京都支部
３位 矢竹　翔 大阪東南支部
１位 三浦　愛哉 たつの道場
２位 中谷　和真 たつの道場
３位 西山　涼太 松原道場
１位 塚本　颯太 芦屋道場
２位 太田　凛央 三田道場
３位 森田　大 大阪西支部
１位 岩本　元気 大阪西支部
２位 髙橋　ネべ 新神戸道場
３位 平見　澪 阿倍野道場
１位 千葉　優 西宮道場
２位 岸本　昇馬 播磨道場
３位 阿倍　清紀 宮城支部
１位 濱口　来音 泉大津道場
２位 西谷　巧 堺道場
３位 綱崎　楽生 三木道場
１位 北村　優多 放出鶴見道場
２位 好井　心晴 羽曳野道場
３位 外川　勝宗 堺道場
１位 久保　陸人 須磨南道場
２位 手打　陸斗 川西道場
３位 若杉　航輝 市川道場
１位 宇藤　憲峰 垂水道場
２位 坂井　一輝 大阪なみはや支部
３位 竹西　蘭 堺道場
１位 田上　悠太 神戸道場
２位 好井　一咲 羽曳野道場
３位 室井　完太 西宮南道場
１位 宇藤　彰貴 垂水道場
２位 張田　時輝 大阪なみはや支部
３位 田中　翼 加古川道場
１位 小国　翔真 三木道場
２位 大東　将一朗 三木道場
３位 早田　陸人 大阪東南支部
１位 松田　陸 元町道場
２位 神谷　優輝 京都支部
３位 橋本　駿哉 高知支部
１位 川上　海斗 塚口道場
２位 原口　光太郎 姫路飾磨道場
３位 駒井　祐哉 姫路道場
１位 中井　凜大 三木道場
２位 三木　渉 大阪なみはや支部
３位 寺下　飛弥希 豊岡道場
１位 新田　翔也 高砂道場
２位 栗田　哲也 放出鶴見道場
３位 阿倍　清紀 京都支部
１位 松本　連太郎 三木道場

小学4年ソフトクラス　初級　軽量級

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4年ソフトクラス　初級　重量級

小学5年ソフトクラス　初級　軽量級

小学5年ソフトクラス　初級　重量級

小学6年ソフトクラス　初級　無差別級

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



２位 熊倉　拓海 神戸北道場
３位 中田　雄大 西脇道場
１位 木下　花音 富田林道場
２位 神田　愛美 松原道場
３位  -  -
１位 竹川　晴 大阪西支部
２位 浅田　陸仁 西宮道場
３位 村岡　慶之介 西宮道場
１位 平山　颯志 朝霧道場
２位 渡邊　建心 姫路飾磨道場
３位 前　繁義 名谷道場
１位 荒谷　汰晟 三木道場
２位 長谷川　鷹也 名谷道場
３位 相良　一志 三木道場
１位 久田　修世 須磨南道場
２位 西口　大河 都島道場
３位 藤崎　竣 松原道場
１位 笹川　阿紋 大阪西支部
２位 坂本　祥真 名谷道場
３位 小津　悠成 名谷道場
１位 重　裕晴 加古川道場
２位 村上　寛幸 鈴蘭台道場
３位 島本　空海 羽曳野道場
１位 坪井　将輝 高砂道場
２位 髙原　涼真 川西道場
３位 小山　拓人 川西道場
１位 東　秀樹 奈良支部
２位 浮田　雅也 大阪西支部
３位 前川　和輝 播磨道場
１位 兼久　啓太朗 大阪東南支部
２位 紅田　隼人 神戸北道場
３位 松岡　直哉 名谷道場
１位 前田　輝梨 大阪東南支部
２位 清木　咲良 羽曳野道場
３位 畠　碧海 三木道場
１位 中塚　莉央奈 三木道場
２位 児玉　亜瑞 三木道場
３位 金井　春菜 堺道場
１位 奥山　優風 名谷道場
２位 早田　有寿理 大阪東南支部
３位 濱中　弥緒 三木道場
１位 松田　菜々子 川西道場
２位 藤崎　痲由 松原道場
３位 近藤　梨野 京都支部
１位 浜本　魁 大阪西支部
２位 松田　健 芦屋道場
３位 西久保　輝 垂水道場
１位 竹原　慎之亮 三木道場
２位 白井　佑汰 大阪西支部

小学6年ソフトクラス　中級　重量級

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

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5.6年女子ソフトクラス　無差別級

幼年の部チャンピオンクラス　

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

中学生初級の部　無差別級　

中学生上級の部　軽量級　

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

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　



３位 小川　紫蓮 岡山東支部
１位 園山　拓磨 北大阪支部
２位 臼田　悠希 大阪なみはや支部
３位 細川　昂大 三木道場
１位 宮本　一輝 西成岸里道場
２位 桑山　瞬 継承会館
３位 桑原　玄成 大阪西支部
１位 大城　海奈 三木道場
２位 澤井　美耶 神戸道場
３位 蔵谷　みづき 大阪なみはや支部
１位 岸波　数馬 三木道場
２位 北田　愁 三木道場
３位 村上　祐輔 都島道場
１位 中尾　久美子 富田林道場
２位 隅田　寿子 三宮道場
３位 藤田　幸代 西脇道場
１位 淡海　早映子 芦屋道場
２位 東澤　志保 北大阪支部
３位 前田　綾香 塚口道場
１位 竹田　明子 京都支部
２位 南　淳子 川西道場
３位 澤井　乃美 神戸道場
１位 永井　秀明 明石道場
２位 野下　俊晴 京橋道場
３位
１位 山田　喜一 芦屋道場
２位 山崎　幸治 阪南道場
３位 横井　徹 垂水道場
１位 中島　健慈 和歌山支部
２位 夏目　敬介 灘道場
３位 太田代　茂勝 天王寺道場
１位 東　洋 松原道場
２位 安田　隆彦 京都支部
３位 小野　尊重 姫路道場
１位 岡崎　充 大阪なみはや支部
２位 英　泰治 中山台道場
３位 渡辺　康夫 大阪中央支部
１位 古川　隆 北大阪支部
２位 松尾　秀夫 芦屋道場
３位 大島　大 三木道場
１位 塩谷　暢貴 神戸大学
２位 野崎　雅人 姫路獨協大学
３位  -  -
１位 遠山　達矢 大阪なみはや支部
２位 五嶋　宏将 姫路獨協大学
３位 田中　邦明 西脇道場
１位 穐原　拓弥 魚住道場
２位 谷生　禎章 三田道場
３位 南　詠 三宮道場

中学生上級の部　軽量級　

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　35～39歳　無差別級

中学生上級の部　中量級　

中学生上級の部　重量級

中学生女子上級の部　無差別

高校生上級の部　軽量級

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

一般初級の部　重量級

壮年初級の部　40～49歳　軽量級

壮年初級の部　40～49歳　重量級

壮年上級の部　40～49歳　軽量級

壮年上級の部　40～49歳　重量級



１位 平野　駿弥 美原道場
２位 山﨑　卓也 姫路獨協大学
３位 藤井　利尚 大阪なみはや支部
１位 御影　実 鈴蘭台道場
２位 後垣　恵一 三木道場
３位 船橋　優介 塚口道場
１位 山川　雄太 大阪西支部
２位 岡本　健 三木道場
３位 早川　巧馬 市川道場
１位 松本　充史 三木道場
２位 垣内　翔 羽曳野道場
３位 田中　一央 川西道場
１位 安部　僚将 三木道場
２位 永井　亨 川西道場
３位 下川　哲槻 住ノ江道場
１位 調所　成記 大阪なみはや支部
２位 奥田　泰章 大阪なみはや支部
３位 パーシャ・ミカイロフ カナダ支部

一般上級の部　中量級

一般上級の部　重量級

一般中級の部　軽量級

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


