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受験段級 組番号 選手氏名 団体名 形 選手氏名 団体名 形

永廣　一貴 大阪府立大学 中埜　勝貴 大阪市立大学

大和　威 桃山学院大学 辻　颯大 大阪商業大学

加納　昇汰 甲南大学 織田　莞蒔 大阪市立大学

倉村　晃太郎 大阪府立大学 栗原　信也 近畿大学

吉田　眞大 流通科学大学 石橋　元気 洪游会本部

浦坂　尚史 大阪府立大学 中尾　丈一郎 大阪市立大学

藤井　藍斗 今宮工科高校 吉岡　大輔 関西大学高等部

直江　隼斗 　〃 龍　楓斗 洪游会西成

岡村　龍也 　〃 山﨑　帝征 大阪商業大学堺高校

安田　楓季 　〃 橋田　純汰 新風会

垣内　孝太 　〃 山中　航太 関西大学高等部

疋谷　勇斗 　〃 荻野　翔 大道

岡本　楽 　〃 森　愛真 伊都中央高校

平田　蓮 　〃 久根木　一粋 大阪商業大学堺高校

坂本　一蔵 関西大学 倉田　志朗 近畿大学

瀧澤　諒 　〃 土岐　雄人 大阪府立大学

佐藤　巧実 　〃 植村　尚斗 近畿大学

宮川　知也 三密会 平　教剛 兵庫県立大学 合格

赤川　拓音 関西大学 中尾　光昭 隗心会

髙瀬　光汰郎 　〃 深田　峻介 大阪市立大学

井内　将義 　〃 小田　駿平 宝塚市連盟

箸尾　海 京都産業大学 廣瀬　大樹 甲南大学

山中　健登 同志社大学 土岡　怜央 大阪府立大学

吉﨑　純平 関西大学 小松　郁也 甲南大学

松藤　良果 拳親会 合格 小林　将太朗 大阪府立大学

小野　結貴 清風高校 柿本　空 今宮工科高校

森田　圭祐 　〃 森岡　優真 大阪学院高校

小浜　守哉 三密会 木下　星七 今宮工科高校

福田　結真 清風高校 吉松　大輝 大阪学院高校

青木　良太朗 　〃 辻　和樹 大阪商業大学堺高校

遠田　陽希 関西福祉科学大学高校 柳田　太平 今宮工科高校

東屋　良介 　〃 橋本　研吾 大阪学院高校

石渡　凜 清風高校 藤井　蛍汰 桃山学院高校

鶴薗　隼也 　〃 後藤　茂 今宮工科高校

森岡　来成 岡山・八要クラブ 藤田　樹 大阪学院高校

馬生　峻輔 清風高校 篠原　颯斗 今宮工科高校

谷垣　遥仁 　〃 田中　啓太 大阪学院高校

入口　煌己 　〃 藤江　悠晟 今宮工科高校

林　徳斗 大阪商業大学堺高校 下村　賢太郎 流通科学大学

藤井　勇仁 吹田市日本拳法連盟 三好　舜 大阪高校

冨永　大希 関西福祉科学大学高校 川口　翔太 京都産業大学

川合　俊 吹田市日本拳法連盟 赤澤　優芽 大阪学院高校

中島　秀樹 洪游会本部 氏本　鷹斗 大阪高校

西澤　悠 大阪商業大学堺高校 楠谷　圭吾 桃山学院大学

桑原　良弥 関西大学 赤木　泰雅 大阪高校

阿部　佑輝 大阪市立大学 和田　優真 大阪学院大学 合格

赤木　雅彦 吹田市日本拳法連盟 荻野　亮 大阪高校

鹿野　凌平 大阪市立大学 江田　陸翔 大阪学院高校

篠原　優和 吹田市日本拳法連盟 庄野　連 清風高校

河野　秀太 関西大学高等部 石倉　優斗 大阪高校

大前　海斗 吹田市日本拳法連盟
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男子

長谷川　元望 関西大学 合格 寄川　虎太郎 大阪商業大学堺高校 合格

木屋　竜馬 大阪学院大学 河口　岳 同志社大学

八木　大輝 関西大学 合格 中野　一希 追手門学院大学

中野　晃良 甲南大学 宮澤　侑里 関西福祉科学大学高校

日合　亮太 大阪学院大学 合格 内畑谷　将 大阪商業大学堺高校 合格

白井　隆史 吹田市日本拳法連盟 合格 西櫻　涼 大阪府立大学

藤井　宏彰 関西大学 坂田　脩太 関西福祉科学大学高校

津本　瞭介 大阪学院大学 坂田　貴之 洪游会本部 合格

新里　龍生 桃山学院大学 大谷　流生 大阪商業大学堺高校

梶山　雄生 吹田市日本拳法連盟 合格 前川　専 関西福祉科学大学高校 合格

佐野　晃太郎 関西大学 安藤　大貴 同志社大学 合格

西野　夏月 桃山学院大学 長谷川　浩大 関西福祉科学大学高校

津田　晃毅 関西大学 浦窪　弦太 大阪商業大学堺高校 合格

土屋　賢生 関西福祉科学大学高校 合格 西　翔世 龍谷大学 合格

西　駿祐 京都産業大学 江川　令祐 関西外国語大学

浦窪　大吾朗 大阪商業大学 合格 鈴木　太智 関西大学

田村　星悟 関西福祉科学大学高校 藤岡　晟矢 大阪学院高校 合格

穴生　光嬉 京都産業大学 小倉　聖矢 龍谷大学

小浜　守大 関西福祉科学大学高校 北岡　央良 関西大学

前田　悠登 大阪高校 合格 田上　龍司 和歌山拳法連盟 合格

津田　昌哉 大阪商業大学 森本　至蓮 大阪学院高校

中島　勇 大道 籠谷　郁吹 関西大学 合格

矢間　朗太 京都産業大学 藤原　隼人 龍谷大学 合格

匹田　海大 関西福祉科学大学高校 合格 竹内　涼佑 大阪学院高校

東　航貴 京都産業大学 合格 大平　翼生 関西大学

後藤　琉碧 大阪高校

植田　甫空杜 関西大学 合格 桝谷　征輝 親和会 合格

川内　宝 　〃 新垣　颯太 同志社大学

形未合格の者は実技審査終了後、形審査を行います。

昇段級の条件は、実技による勝点を満たし、形審査の合格です。

審査内容

１級

初段

弐段

参段

四段

博撃の形　３２形

博撃の形　３２形（勝点取得者で審査希望の者）

面突　胴横打　突蹴　横受　反身

揚打　外打　横蹴　開身　沈身

博撃の形　１８形
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