
澤田　和篤 正道髙雄 南　晴翔 正道翔起会

平林　叶多 正道青雲会 恒成　優馬 正道兵庫

稲田　陽世 極真中村 大川　文巨 正道後藤

加藤　夢宙 マリー空手クラブ

清水　結仁 正道大河 北口　椋登 正道大河

赤土愛奈 正道大河

赤土陽絆 正道大河 澁谷　愛翔 正道翔起会

榎本　旺大 匠道会館 南　晴翔 正道翔起会

上川　慎太郎 琉仁会 中村　虎二朗 拳実会

北川　大翔 正道兵庫 北口　暖大 正道大河

岸本　純希 Y`style GYM

近藤　健 匠道会館 木村　圭吾 正道髙雄

中島　辰壬 琉仁会

西本　彪華 正道大河

倉橋　夏海 正道兵庫

伊達　真吾 正道菱川

藤木　雄斗 正道髙雄

倉橋　鉄人 正道兵庫

藤木　晋 正道髙雄 清水　雄一郎 正道立志舘

カラテ＋

小学3年生　２６㌔以上

小学4年生　３０㌔以下

小学1・2年生男子

小学1・2年生女子

小学3年生　２６㌔以下

小学6年生　３５㌔以下

小学6年生　３５㌔以上

小学5年生　32㌔以下

小学5年生　32㌔以上

小学4年生　３０㌔以上

小学4・5年生　５０㌔以上

中学生　５０㌔

マスターズ

中学生　３０㌔

中学生　４０㌔

2022 MARINE CUP 近畿空手道選手権大会　入賞者一覧表
第3位 第3位

男性

女性

クラス 優勝 準優勝

型

低学年

高学年



橋本　憲 橋本道場

中村　勇太 池田武道錬成会

山本　煌之助 正道大河 田中　詩穏 正道大河 白石　悠真 正道青雲会 渡辺　碧人 正道立志舘

小西　晴翔 岡村姫路 井下田颯佑 正道兵庫 立川　遼 岡村本部 森　蒼偉 正道兵庫

青谷　凜汰 正道青雲会 中司　大誠 全極真米山 同道　仁紀 正道立志舘 趙　陽晋 正道兵庫

島田　幸来 全極真米山 坂井　杏 全極真米山

玉置　隼 義道会館 千草　皇成 正道兵庫

矢野　亜利 岡村神戸東 北山　海誠 岡村本部 西田　夢翔 岡村本部 南　晴翔 正道翔起会

由田　優希 秀憧塾 鈴木　花音 正道新心館

田中　悠基 岡村姫路 金髙　琉牙 全極真米山 福徳　絋輔 岡村姫路 片山　新太 正道青雲会

中村　青空 正道翔起会 石原　銀聖 岡村神戸東 竹内　玲央 正道立志舘 大野　叶真 正道翔起会

藤木　紗矢香 正道髙雄 田中　伶和 岡村姫路

萩原　健太郎 空手塾 豊田　鉄将 正道新心館 冨山　凌空 正道兵庫 岸本　純希 Y`style GYM

下川　楓莉 全極真米山 柏木　蒼依 正道兵庫

阿利　悠乙 正道兵庫 田中　大史 岡村本部 上谷　龍希 正道新心館 佐山　龍臣 岡村神戸東

市位　凛音 正道立志舘 三幡　結愛 全極真米山

森陰　漣 岡村姫路

白石　光真 正道大河

中橋　出雲 正道兵庫 金高　樹亜 全極真米山

橋本　昌太郎 勇武会 工藤　奨 正道元気

大川　文巨 正道後藤 山田　一徳 正道渡邊

カラテ＋

チャレンジ

一般　軽量級

一般　重量級

小学4年生男子軽量級

小学4年生男子重量級

小学3年生男子重量級

小学3年生女子

小学2年生女子

小学3年生男子軽量級

小学1年生男子

小学2年生男子軽量級

小学2年生男子重量級

中学2.3年生男子無差別級

マスターズ男子35～39歳軽量級70㌔未満

中学1年生男子軽量級45キロ未満

中学１年生男子重量級45㌔以上

小学6年生男子

小学6年生女子

小学4年生女子

小学5年生男子

小学5年生女子

マスターズ男子35～39歳重量級70㌔以上



栄永　誠 大空會

青山　和広 正道翔起会

岡本　崇 神戸拳和会 五藤　健一 マリー空手クラブ

白井　麻記 正道髙雄

爲廣　良太 岡村神戸東 甲斐田　渉 白蓮東大阪北

矢部　一樹 岡村姫路

北口　椋登 正道大河

赤土　愛奈 正道大河 平　真莉愛 正道兵庫

和田　大和 極真　中崎 清水　結仁 正道大河

古岡　みのり 白蓮神戸 松下　璃音 正道大河

星川　琥太朗 正道KCIEL 竹浪　秀真 拳実会

帽田　さくら 全極真米山 塚元　沙彩 横山道場

星川　琉希 正道KCIEL 近藤　龍太郎 正道KCIEL 鈴木　樹 義道会館 吉澤　龍之介 昭武館

北川　大翔 正道兵庫 金坂　亘 正道米子

和田　栞奈 極真中崎

田中　聖 琉道会館 京谷　心萌 岡村姫路

長谷川　春翔 正道元気 間谷　怜介 岡村姫路

長尾　杏紅 牧山道場 佐々木　大悟 宮野伊丹 毛利　日向大 義道会館 青木　心翔 正道心勇館

松本　結愛 横山道場

曾和　咲良 金剛橋本

チャレンジ

小学1年生女子

小学2年生男子

マスターズ男子40～49歳重量級70㌔以上

マスターズ男子50歳以上軽量級70㌔未満

マスターズ男子40～49歳軽量級70㌔未満

一般男子重量級75㌔以上

クラス 優勝 準優勝

一般女子重量級

一般男子軽量級65㌔未満

champion

小学1年生男子

小学3年生女子

小学4年生男子軽量級30㌔未満

小学2年生女子

小学3年生男子

小学4年生女子重量級30㌔以上

小学校5年生男子軽量級34㌔未満

小学4年生男子重量級30㌔以上

小学4年生女子軽量級30㌔未満

小学校5年生女子重量級34㌔以上

小学校5年生男子重量級34㌔以上

小学校5年生女子軽量級34㌔未満

第3位 第3位



芦塚　伊織 極真中崎 畔柳　蕾 正道新心館

原口　大輝 白蓮池田 落合　海斗 岡村姫路

竹山　凜 正道元気 京谷　心梨愛 岡村姫路

倉橋　夏海 正道兵庫 垣内　杏 全極真米山

田中　颯人 極真中村 赤瀬　琥太郎 正道GSJ

藤木　雄斗 正道髙雄 金谷　祐希 正道総本部

石川　夏漣 白蓮池田

村田　こはる 成心會

榊原　七翔 マリー空手クラブ

三木　将嗣 岡村姫路 菊田　真翔 武奨館吉村

酒井　希羽 七州会

川阪　真一 極真中村 水澤　幹大 正道兵庫

武澤　伸光 正道総本部 西川　大輔 正道総本部

大浪　玄暉 岡村姫路 坂本　爽竜 白蓮八尾南

大浪　瑞葵 岡村姫路 川口　真美 岡村姫路

北田　真暉 岡村神戸東 藤本　幸輝 岡村本部

champion

中学１年生男子重量級45㌔以上

中学１年生女子軽量級45㌔未満

一般女子中・重量級

一般男子軽量級65㌔未満

一般男子重量級75㌔以上

マスターズ男子40～49歳軽量級70㌔未満

マスターズ男子50歳以上重量級70㌔以上

中学2.3年生男子重量級52㌔以上

中学2.3年女子軽量級49㌔未満

小学校6年生女子重量級38㌔以上

中学１年生男子軽量級45㌔未満

小学校6年生男子重量級38㌔以上

小学校6年生女子軽量級38㌔未満

小学校6年生男子軽量級38㌔未満

中学１年生女子重量級45㌔以上

中学2，3年生男子軽量級52㌔未満


