
開催日　
会　場

優勝 準優勝 第３位 優勝 準優勝 第３位
辻　颯介 村上　瑛祐 定本　実依
桂木小 朝霧小 桂木小

新井　隆大 身内　大地　 今村　明 亀岡　紗羅 大湾　妃菜
小部小 山の手小 御影北小 北六甲台小 伊川谷小

南　虎汰 水野　杏時 福井　凛太郎 金川　杏梨 春藤　莉音
ありの台小 本山第二小 蓮池小 北六甲台小 北五葉小
岩本　龍輝 関　葵生 吉田　悠真 野下　姫奈 高橋　姫依 定本　衣央
東灘小 摩耶小 高羽小 玉津第一小 鹿の子台小 桂木小

宮崎　恭伍 仲石　楓翔 亀岡　蓮 金川　花梨 曽田さくら 藤原　亜子
北六甲台小 名塩小 北六甲台小 北六甲台小 大久保南小 西舞子小
中谷　慶良 岩本　陽輝 中村　洸太 江上　加里菜 櫻井　希咲 中川　璃紗
小部東小 東灘小 高丸小 北六甲台小 出合小 西舞子小
平石　要 空野　琥太郎 下山田快生 髙橋　佐弥 西山　紡生
王塚台中 鷹匠中 野々池中 長峰中 筒井台中
向井　温 古谷　俊翔 玉垣　汐音 新井　圭愛
鷹取中 櫨谷中学校 塩屋中 武庫川女子大附属中

櫻井　貴仁 西山　三雲 橘　未紗 吉川　奈那
王塚台中 原田中 大蔵中 朝霧中
東畑　憲典 松本　恵達 楠本　さくら
同志社大学 村野工高 有馬高
島谷　竜平
神戸製鋼
牛尾　元城 松岡　亨 田村　せよ子 吉川　理恵

神戸電鉄（株） 未記載 未記載 未記載

優勝 準優勝 第３位 優勝 準優勝 第３位
勝江　飛成
有馬保

高田　立稀 濵田　瑛叶 池野　陽太 小坂　心莉
貴崎小 錦浦小 つつじが丘小 清水小

新井　隆大 身内　大地　 佐藤　新 藤枝　美恩 亀岡　紗羅
小部小 山の手小 摩耶小 大開小 北六甲台小

馬渕　琉志 水野　杏時 南　虎汰 金川　杏梨 春藤　莉音
桂木小 本山第二小 ありの台小 北六甲台小 北五葉小

岩本　龍輝 関　葵生 山下　正和 高橋　姫依 定本　衣央
東灘小 摩耶小 朝霧小 鹿の子台小 桂木小

馬渕　航志 太田　泰雅 松﨑　勇弥 金川　花梨 木原　優花 曽田 さくら
桂木小 玉津第一小 大久保小 北六甲台小 高羽小 大久保南小

東　晃成 今榮　奏 山崎　遥夢 江上 加里菜 藤田　夏望 本田　愛結
稗田小 美野丘小 西郷小 北六甲台小 成徳小 泉台小

和田　壮駿 淺原　歩夢 丸山　遼大 小野　杏菜 西山　紡生 井手　泉稀
大原中 三木東中 小部中 緑が丘中 筒井台中 野々池中

熊野　隼 早瀬 虎太郎 木原　心優 新井　圭愛
浪速中 舞子中 武庫川女子大附属中 武庫川女子大附属中

宮﨑　七緒 西山　三雲 丸山ちひろ 橘　未紗
浪速中 原田中 小部中 大蔵中

熊野　匠真 西岡　颯大 灰佐　洋海
浪速高 須磨学園高 大阪電通大

伊藤　将映 伊藤　道淳 玉利 さくら
未記載 夢野中学校職員 明石高

矢代　勇己 迫田　祐司

三菱重工業（株）
（株）大阪ボイラ

―製作所

中谷　慶良 江上加里菜

櫻井　貴仁 橘　未紗

島谷　竜平 南　晋平 田村せよ子 吉川　理恵

東　晃成 藤田　夏望

宮崎　七緒 丸山ちひろ

伊藤　将英 伊藤　道淳 松村　尚

神戸常盤アリーナ
令和4年5月3日

第63回神戸市民体育大会（空手道競技）　大会結果

小１男子 小１女子

小２男子 小２女子

小３男子 小３女子

小４男子 小４女子

小５男子 小５女子

小６男子 小６女子

中１男子 中１女子

中２男子 中２女子

中３男子 中3女子

小２男子 小２女子

高校生・学生男子 高校生・学生女子

一般男子 一般女子

シニア シニア

組手競技

幼年男女

小１男子 小１女子

小３男子 小３女子

小４男子 小４女子

小５男子 小５女子

小６男子 小６女子

中１男子 中１女子

中２男子 中２女子

中３男子 中３女子

高校生・学生男子 高校生・学生女子

一般男子 一般・学生女子

一般　組手競技

シニア

★第18回都市間交流スポーツ横浜大会　神戸市代表選手

種 目 名 男子 女子

小学生　形競技
中学生　形競技
一　般　形競技
小学生組手競技
中学生組手競技


