
第八回播州姫路カップ　大会結果 ２０１４年２月１１日

クラス 順位 名前 道場・支部
１位 石﨑　然 川西道場
２位 石塚　舞 姫路飾磨道場
３位 谷澤　相礼 西宮道場
１位 加々良　南徳 高砂道場
２位 渡部　佑哉 塚口道場
３位 田井　碧衣 姫路飾磨道場
１位 田中　志侑 大阪西支部
２位 荊木　和希 奈良支部
３位 吉川　琉 羽曳野道場
１位 吉川　蓮 羽曳野道場
２位 久保　陸人 須磨南道場
３位 吉川　祐紀 大阪西支部
１位 高原　痲比瑠 川西道場
２位 藤本　彰虎 高知支部
３位 小津　悠成 名谷道場
１位 吉岡　可菜 大阪東南支部
２位 関尾　健太 神戸道場
３位 中田　有亮 阿倍野道場
１位 万井　輝大 西宮道場
２位 増元　武 朝霧道場
３位 谷澤　相礼 西宮道場
１位 松田　拓磨 川西道場
２位 荒木　真爽 堺道場
３位 松原　宥斗 川西道場
１位 石田　陽向 塚口道場
２位 中野　大雅 播磨道場
３位 島田　兜冴 淡路道場
１位 山下　駿 兵庫支部
２位 前田　理寿 淡路道場
３位 佐藤　元 名谷道場
１位 田中　天馬 大阪なみはや支部
２位 松本　悠生 放出鶴見道場
３位 與儀　奏太 放出鶴見道場
１位 上田　太心 尼崎道場
２位 勝間　琥太郎 西成岸里道場
３位 柴田　大煕 住之江道場
１位 森岡　一護 三田道場
２位 佐野　海月 大阪なみはや支部
３位 山本　恵大 芦屋道場
１位 中尾　栄翔 富田林道場
２位 トプソン･キ-ス 川西道場
３位 小方　大脩 放出鶴見道場
１位 藤原　優生 西脇道場
２位 児玉　侑慎 愛媛支部
３位 盛田　拓巳 加古川道場

　型　小学１・２年生　初級の部　

 　型　小学４･５･６年生　初級の部

型　小学１・２年生　上級の部

型　小学３・４年生　上級の部

 小学１年 初級 ソフトクラス軽量級

 小学１年 初級 ソフトクラス重量級

 小学２年 初級 ソフトクラス軽量級

 小学２年 初級 ソフトクラス重量級

型　小学５・６年生　上級の部

 　   型　一般　上級の部　

 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３年 初級 ソフトクラス軽量級

 小学３年 初級 ソフトクラス重量級

 小学４年 初級 ソフトクラス



１位 吉良　勘太郎 淡路道場
２位 加々良　南徳 高砂道場
３位 牧野　和音 京都支部
１位 桑原　莉地 垂水道場
２位 橋本　泰誠 京都支部
３位 前田　晃佑 大阪東南支部
１位 木下　遥斗 放出鶴見道場
２位 田中　尊 堺道場
３位 手塚　琉晴 羽曳野道場
１位 久保　咲翔 羽曳野道場
２位 金谷　典征 羽曳野道場
３位 渡辺　奏良 名谷道場
１位 中谷　駿太 西宮南道場
２位 吉川　琉 羽曳野道場
３位 荒木　望叶 堺道場
１位 小山　優宣 新神戸道場
２位 桝井　謙親 百舌鳥八幡道場
３位 細川　侑一郎 阿倍野道場
１位 坂田　青葉 羽曳野道場
２位 西谷　巧 堺道場
３位 三谷　律斗 百舌鳥八幡道場
１位 星山　潤史 尼崎道場
２位 長谷川　楽月 兵庫支部
３位 榎原　弐夏 加古川道場
１位 山本　陽毬 京都支部
２位 杉本　颯太 東灘道場
３位 主島　錬 名谷道場
１位 宮永　康生 高砂道場
２位 高寺　海翔 泉大津道場
３位 橋本　一征 たつの道場
１位 渡部　佑哉 塚口道場
２位 山内　陸駆 川西道場
３位 石塚　奨梧 姫路飾磨道場
１位 曽谷　天治 たつの道場
２位 梁瀬　拓海 神戸道場
３位 炭田　侑士 市川道場
１位 西村　羅偉珠 姫路道場
２位 古谷　貴一 天王寺道場
３位 瀧山　元 富田林道場
１位 清木　羅太 羽曳野道場
２位 福原　健太 たつの道場
３位 西山　涼太 松原道場
１位 田井　碧衣 姫路飾磨道場
２位 西川　美琴 豊岡道場
３位 盛田　美音 加古川道場
１位 大利　誠 淡路道場
２位 野口　晃弘 大阪西支部
３位 佐野　風生 大阪なみはや支部
１位 古賀　蒼空 西宮道場

 小学６年 初級 ソフトクラス

 小学１年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学１年 中級 ソフトクラス重量級

 小学２年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学５年 初級 ソフトクラス

 小学４年 中級 ソフトクラス重量級

 小学５年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学５年 中級 ソフトクラス重量級

 小学６年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学２年 中級 ソフトクラス重量級

 小学３年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学３年 中級 ソフトクラス重量級

 小学４年 中級 ソフトクラス軽量級

 小学６年 中級 ソフトクラス重量級

 小学５･６年女子 ソフトクラス 

 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



２位 西岡　虎珀 高知支部
３位 長田　康誠 魚住道場
１位 鈴木　棟家 名谷道場
２位 村井　夏来 奈良支部
３位 森脇　龍星 名谷道場
１位 正堺　洸羽 高知支部
２位 佐川　人成 大阪東南支部
３位 中西　泰成 名谷道場
１位 万井　将成 西宮道場
２位 主島　大 名谷道場
３位 濱口　奏琉 泉大津道場
１位 久田　修世 須磨南道場
２位 長澤　龍馬 北大阪支部
３位 帆足　海音 三宮道場
１位 児玉　兼慎 愛媛支部
２位 門田　拓海 三田道場
３位 西野　翔太 北大阪支部
１位 山根　魁斗 堺道場
２位 西井　瑞希 兵庫支部
３位 前田　凛 川西道場
１位 小林　海 愛知東南支部
２位 田井　未来 高砂道場
３位 魚森　友望子 姫路飾磨道場
１位 中塚　莉央奈 兵庫支部
２位 小笠原　伶奈 兵庫支部
３位 中西　由芽 奈良支部
１位 平見　零 阿倍野道場
２位 森　雷太 貝塚道場
３位 兵庫支部
１位 南川　和紀 泉大津道場
２位 森　雷太 放出鶴見道場
３位 松井　太一 放出鶴見道場
１位 米田　駿 貝塚道場
２位 森本　航平 泉大津道場
３位
１位 正堺　龍心 高知支部
２位 早川　彪 阿倍野道場
３位 大秦　稜司 京都支部
１位 高原　涼真 川西道場
２位 洲嵜　龍馬 名谷道場
３位 三木　稜司 大阪なみはや支部
１位 長澤　大和 北大阪支部
２位 村上　寛幸 鈴蘭台道場
３位 大秦　零司 京都支部
１位 中田　有亮 阿倍野道場
２位 松岡　武 新神戸道場
３位 澤井　秀宝鷹凪 神戸道場
１位 兼久　啓太朗 大阪東南支部
２位 小川　紫蓮 岡山東支部

 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２年　チャンピオンクラス

 中学１年生 初級の部　重量級　

 中学２･３年生 初級の部　軽量級　

 中学２･３年生 初級の部　重量級　

 中学１年生 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 無差別級

 中学１年生 上級の部　中量級　

 中学１年生 上級の部　重量級　

 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　



３位 下之園　蓮 朝霧道場
１位 池田　歌恋 名谷道場
２位 中尾　水優 富田林道場
３位
１位 板敷　みさと 北大阪支部
２位 早田　有寿理 大阪東南支部
３位 権田　真 川西道場
１位 林出　菜月 奈良支部
２位 牧　日菜子 川西道場
３位 岡田　千佳 梶原道場
１位 澤井 虎之亮景慶 神戸道場
２位 駒井　拓哉 姫路道場
３位 石橋　勇次 兵庫支部
１位 臼田　悠希 大阪なみはや支部
２位 近石　跳馬 北大阪支部
３位 網中　皓一 奈良支部
１位 澤井　乃美 神戸道場
２位 澤井　涼 神戸道場
３位 西野　望 北大阪支部
１位 牧野　貴文 京都支部
２位 蕨野　純一 都島道場
３位 榎本　隆行 三宮道場
１位 吉田　郁夫 阪南道場
２位 藤原　公伸 北大阪支部
３位 池田　雄一 三木道場
１位 森岡　直樹 西宮道場
２位 船元　友人 兵庫支部
３位
１位 細川　雅継 兵庫支部
２位 小野　尊重 姫路道場
３位 永田　諭 大阪なみはや支部
１位 長　直紀 西宮道場
２位 渡辺　康夫 大阪中央支部
３位
１位 古川　隆 北大阪支部
２位 三浦　文孝 港道場
３位 大島　大 兵庫支部
１位 間瀬場　健介 三宮道場
２位 町田　知広 明石道場
３位 畠中　譲 神戸大学
１位 岩波　健太郎 泉佐野道場
２位 岡室　法嗣 都島道場
３位 江沢　秀一 大阪西支部
１位 中井　慶成 泉大津道場
２位 大柿　信也 名谷道場
３位 小谷　彰男 松原道場
１位 垣内　宏太 尼崎道場
２位 垣内　克海 尼崎道場
３位 井上　公介 愛知東南支部

 中学生女子 初級の部　無差別級

 中学生女子 上級の部　軽量級

 中学生女子 上級の部　無差別級

 高校生　上級の部　軽量級

 中学２･３年生 上級の部　重量級　

 壮年 上級の部 （35~39歳以下） 重量級

 壮年 上級の部 （40~49歳以下） 軽量級

 壮年 上級の部 （40~59歳以下） 重量級

 壮年 上級の部 （50~59歳以下） 無差別級

 高校生　上級の部　重量級

 女子　上級の部　軽量級

 壮年 初級の部 （40~59歳以下） 軽量級

 壮年 中級の部 （40~49歳以下） 重量級

 一般　初級の部　軽量級

 一般　初級の部　重量級

 一般　中級の部　軽量級

 一般　中級の部　重量級



１位 小西　佑哉 名谷道場
２位 藤井　悠次 三田道場
３位 牧　竜太 川西道場
１位 有馬美優士 尼崎道場
２位 間瀬場　亮 三宮道場
３位 山田　樹 三木道場
１位 中井　秀幸 中山台道場
２位 阪本　幸一 名谷道場
３位 西原　泰三 玉造道場

 一般　上級の部　軽量級

 一般　上級の部　中量級

 一般　上級の部　重量級


