
Ｎｏ 性別 種目 階級 氏名 ふりがな  生年月日 所属名

1 男子 組手 -55 堺　健太 さかい　けんた 2002年10月10日 浪速高等学校

2 男子 組手 -55 丸尾　太一 まるお　たいち 2001年10月21日 高松中央高等学校

3 男子 組手 -61 伊東　大希 いとう　ひろき 2001年7月13日 福井工業大学附属福井高等学校

4 男子 組手 -61 亭嶋　飛龍 ていしま　ひりゅう 2001年6月15日 御殿場西高等学校

5 男子 組手 -61 八島　愛斗 やしま　まなと 2002年2月6日 学法福島高等学校

6 男子 組手 -61 山本　翔和 やまもと　とわ 2001年8月11日 高松中央高等学校

7 男子 組手 -68 岩﨑　光希 いわさき　こうき 2001年8月30日 浪速高等学校

8 男子 組手 -68 内野　翔太 うちの　しょうた 2002年1月6日 浪速高等学校

9 男子 組手 -68 北代　涼馬 きたしろ　りょうま 2002年7月11日 高松中央高等学校

10 男子 組手 -68 谷口　暁理 たにぐち　あきみち 2001年12月1日 浪速高等学校

11 男子 組手 -68 中村　虎太郎 なかむら　こたろう 2001年5月30日 浪速高等学校

12 男子 組手 -76 片岡　大樹 かたおか　たいき 2003年1月17日 浪速高等学校

13 男子 組手 -76 榊原　十夢 さかきばら　とむ 2001年8月15日 浪速高等学校

14 男子 組手 -76 崎山　慶成 さきやま　けいせい 2001年11月14日 高松中央高等学校

15 男子 組手 +76 武田　風人 たけだ　かざと 2001年10月4日 京都外大西高等学校

16 男子 組手 +76 平田　京 ひらた　きょう 2001年6月4日 福井工業大学附属福井高等学校

17 男子 形 形 阿部　倖地 あべ　さきち 2002年12月5日 慶應義塾志木高等学校

18 男子 形 形 笹岡　丈流 ささおか　たける 2001年10月3日 浪速高等学校

19 男子 形 形 竹内　誠竜 たけうち　せいりゅう 2002年1月3日 高松中央高等学校

20 男子 形 形 日比　裕太 ひび　ゆうた 2002年3月24日 浪速高等学校

21 男子 形 形 舟田　葵 ふなだ　あおい 2001年7月20日 日本航空高等学校

22 男子 形(団体） 形 青松　真輝 あおまつ　まさき 2003年2月22日 大阪学芸高等学校

23 男子 形(団体） 形 河野　翔希郎 こうの　しょうきろう 2001年6月18日 大阪学芸高等学校

24 男子 形(団体） 形 中澤　祐紀 なかざわ　ゆうき 2001年4月27日 大阪学芸高等学校

25 男子 形(団体） 形 笹岡　丈流 ささおか　たける 2001年10月3日 浪速高等学校

26 男子 形(団体） 形 松元　栞大 まつもと　かんた 2001年4月3日 浪速高等学校

27 男子 形(団体） 形 松元　風大 まつもと　ふうた 2001年4月3日 浪速高等学校
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28 女子 組手 -48 岡﨑　愛佳 おかざき　あいか 2001年11月14日 御殿場西高等学校

29 女子 組手 -48 米盛　希々子 よねもり　ののこ 2002年5月28日 帝京高等学校

30 女子 組手 -53 小堂　利奈 こどう　りな 2002年10月3日 華頂女子高等学校

31 女子 組手 -53 冨田　ちなつ とみた　ちなつ 2001年8月23日 日本航空高等学校

32 女子 組手 -53 中川　麻鈴 なかがわ　まりん 2002年5月30日 目黒日本大学高等学校

33 女子 組手 -53 藤田　るり ふじた　るり 2001年4月28日 華頂女子高等学校

34 女子 組手 -59 坂地　心 さかぢ　こころ 2001年9月25日 大阪学芸高等学校

35 女子 組手 -59 嶋田　さらら しまだ　さらら 2001年7月5日 秀明八千代高等学校

36 女子 組手 -59 永井　カンナ ながい　かんな 2001年10月1日 浜松開誠館高等学校

37 女子 組手 +59 大西　照葉 おおにし　てるは 2002年8月27日 華頂女子高等学校

38 女子 組手 +59 大西　凪 おおにし　なぎ 2002年8月8日 城南学園高等学校

39 女子 組手 +59 澤島　さくら さわしま　さくら 2002年3月1日 華頂女子高等学校

40 女子 組手 +59 田上　乙風 たがみ　いちか 2001年8月3日 如水館高等学校

41 女子 形 形 大内　美里沙 おおうち　みりさ 2002年1月11日 日本航空高等学校

42 女子 形 形 堀場　早耶 ほりば　はや 2002年8月19日 御殿場西高等学校

43 女子 形 形 森本　莉菜 もりもと　りな 2001年10月14日 城南学園高等学校

44 女子 形 形 山田　和花 やまだ　のどか 2002年9月29日 埼玉栄高等学校

45 女子 形(団体） 形 駒澤　雪実 こまざわ　ゆきみ 2001年11月4日 大阪学芸高等学校

46 女子 形(団体） 形 村上　空音 むらかみ　そらね 2001年11月12日 大阪学芸高等学校

47 女子 形(団体） 形 雪野　夏未 ゆきの　なつみ 2001年8月28日 大阪学芸高等学校

48 女子 形(団体） 形 泉　優里花 いずみ　ゆりか 2002年4月26日 八雲学園高等学校

49 女子 形(団体） 形 岩田　彩菜 いわた　あやな 2002年1月14日 八雲学園高等学校

50 女子 形(団体） 形 花岡　瑠菜 はなおか　るな 2003年1月10日 八雲学園高等学校


