
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２２ 
４.２４  

場所：大阪市立浪速区民センター ホール 

受付９：４０AM 

社会人・マスタークラス１０：１５AM 

初心者・中級者Ⅰ・中級者Ⅱ１１：１０AM 

主催：日本けん玉協会 関西ブロック 



出場選手一覧 

初心者の部 １５名 

 

中級者の部Ⅰ １６名（２名欠席） 

順位 名前 ふりがな 所属 学年 級・段位 得点 

１ 後藤 里沙 ごとう りさ 高槻城内 小２  48 

２ 森 百花 もり ももか 高槻城内 小３ ７級 44 

３ 二谷 晄樹 にたに こうき 北摂 小２ 準初段 44 

４ 筒井 柊太 つつい しゅうた 和歌山北 小２  44 

５ 福本 航生 ふくもと こうせい 高槻城内 小３  42 

６ 竹内 啓悟 たけうち けいご 北大阪 小３ ５級 41 

７ 梶田 彩葉 かじた いろは 住吉 小４ ５級 41 

８ 志田 佳亮 しだ けいすけ 伊丹 小２ ５級 41 

９ 下村 ひかり しもむら ひかり 高槻城内 小１  41 

10 長谷川 理桜 はせがわ りお 滋賀玉川 小２ ２級 40 

11 後藤 花 ごとう はな 旭 小２ ５級 40 

12 片山 紫温 かたやま しおん 旭 小２ ５級 38 

13 金澤 冬茉 かなざわ とうま 和歌山北 小２  31 

14 福本 望乃 ふくもと のの 高槻城内 小２  29 

15 杉本 陽音 すぎもと ひなと 旭 小２ ５級 28 

平均   39.5 

順位 名前 ふりがな 所属 学年 級・段位 得点 

１ 宮武 佐ちえ みやたけ さちえ 住吉 中１ １級 48 

２ 西本 吉孝 にしもと よしたか 伊丹 小４ １級 47 

３ 高谷 茉那 たかたに まな 高槻城内 小２ ５級 45 

４ 杉本 穣大 すぎもと じょうだい 北摂 小４ 初段 43 

５ 千葉 昌一 ちば しょういち 貝塚いぶき 一般 準初段 42 

６ 藤木 悠睦 ふじき ひさちか 北大阪 小４ １級 41 

７ 撫 希里 なで きらり 貝塚いぶき 小５ ２級 41 

８ 大谷 奈美 おおや なみ 高槻城内 小３ ６級 39 

９ 荒木 湊 あらき みなと 伊丹 小４ １級 36 

10 山川 結樹 やまかわ ゆうき 生駒 小１ 準初段 34 

11 曽木 妃毬 そぎ ひまり 高槻城内 小３ ６級 34 

12 柴田 亮 しばた りょう 吹田 一般 準初段 33 

13 宮本 一勢也 みやもと いせや 阿倍野 小６ １級 32 

14 山川 陽愛 やまかわ ひな 生駒 中１ 準初段 30 

15 白石 千晴 しらいし ちはる 松原 小３ 準初段 29 

16 松村 柚莉花 まつむら ゆりか 阿倍野 中１ ３級 15 

欠 清水 一花 しみず いちか 松原 小５ 準初段 ― 

欠 清水 七海 しみず ななみ 松原 小５ 初段 ― 

平均   32.7 



中級者の部Ⅱ ３２名（２名欠席） 

 

 

 

  

順位 名前 ふりがな 所属 学年 級・段位 得点 

１ 金丸 颯斗 かなまる はやと 滋賀玉川 小５ 四段 49 

２ 長谷川 柚月 はせがわ ゆずき 滋賀玉川 小６ 二段 49 

３ 大西 悠可 おおにし ゆうか 滋賀玉川 小２ 二段 48 

４ 江見 理音 えみ りおん 北大阪 小４ 二段 48 

５ 下村 優輝 しもむら ゆうき 高槻城内 小３ 準初段 47 

６ 鈴木 凪翔 すずき なぎと 貝塚いぶき 小５ 初段 47 

７ 木ノ本 桜加 きのもと おうか 滋賀玉川 小６ 四段 47 

８ 後藤 遥果 ごとう はるか 貝塚いぶき 小４ 二段 47 

９ 坂 美沙希 さか みさき 滋賀玉川 小５ 初段 46 

10 遠藤 歩花 えんどう ほのか 高槻城内 小５ 二段 46 

11 植山ラティーフ孔明 うえやま らてぃーふ こうめい 松原 小６ 四段 46 

12 杉本 謙臣 すぎもと けんしん 北摂 小２ 三段 45 

13 布井 友陽 ぬのい ともはる 阿倍野 小５ 二段 45 

14 有村 莉緒菜 ありむら りおな 高槻城内 小５ 初段 45 

15 金澤 明紀斗 かなざわ あきと 和歌山北 小６ 三段 45 

16 四宮 優楽 しのみや ゆら 阿倍野 小３ 初段 44 

17 溝端 結希 みぞばた ゆの 貝塚いぶき 小４ 二段 44 

18 堀川 夢花 ほりかわ ゆめか 伊丹 小３ １級 44 

19 藤嶋 純生 ふじしま じゅんき 北大阪 小４ 準初段 43 

20 中尾 美紀 なかお みき 阿倍野 小３ 初段 41 

21 高谷 優亜 たかたに ゆあ 高槻城内 小５ 準初段 41 

22 山川 諒 やまかわ りょう 生駒 小５ 四段 40 

23 宮本 空 みやもと そら 住吉 中１ 準初段 39 

24 嘉手苅 京 かてかり みやこ 高槻城内 小５ 準初段 39 

25 栗田 直幸 くりた なおゆき 住吉 小６ 準初段 38 

26 木原 錬人 きはら れんと 貝塚いぶき 小６ 初段 38 

27 石本 翔 いしもと しょう 滋賀玉川 小６ 準初段 35 

28 松浪 あかり まつなみ あかり 北大阪 小４ 準初段 35 

29 谷川 玲雫 たにがわ れいな 高槻城内 小５ 準初段 33 

30 宮本 凌勢 みやもと りょうせい 阿倍野 小４ １級 30 

31 関谷 柚花 せきたに ゆずは 高槻城内 小４ 準初段 22 

32 坂 憲伸 さか けんしん 滋賀玉川 小２ ２級 21 

欠 清水 和尊 しみず たける 松原 中３ 三段 ― 

欠 御田 修多 おんだ しゅうた 松原 小５ 三段 ― 

平均   39.0 



社会人の部 １６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスタークラス ４名 

 

 

 

 

 

 

 

初心者の部 １５名 

中級者Ⅰの部 １６名（２名欠席） 

中級者Ⅱの部 ３２名（２名欠席） 

社会人の部 １６名 

マスタークラス ４名 

合計 ８３名 

 

 

 

 

 

 

  

順位 名前 ふりがな 所属 級・段位 得点 

１ 加藤 真理子 かとう まりこ 阿倍野 四段 45 

２ 嶋田 孝司 しまだ たかし 高槻城内 五段 41 

３ 戸川 夏生 とがわ なつき 貝塚いぶき 三段 38 

４ 撫 英生 なで ひでお 貝塚いぶき 二段 38 

５ 奥野 睦夫 おくの むつお 住吉 五段 38 

６ 横山 享利 よこやま たかとし 阿倍野 五段 36 

７ 工藤 正和 くどう まさかず  五段 36 

８ 中田 勝仁 なかた かつひと 松原 五段 36 

９ 木原 秀喜 きはら ひでき 貝塚いぶき 三段 35 

10 後藤 祐貴 ごとう ゆうき 貝塚いぶき 準初段 33 

11 舘本 春美 たてもと はるみ 生駒 四段 32 

12 成毛 隆 なるけ たかし 松原 四段 32 

13 平野 和子 ひらの かずこ 旭 初段 31 

14 石丸 幹 いしまる かん 吹田 三段 27 

15 篠原 智 しのはら さとる 生駒 四段 26 

16 竹中 純子 たけなか じゅんこ 旭 初段 15 

平均   33.7 

 名前 ふりがな 所属 級・段位 得点 

１ 阪井 茂 さかい しげる 大阪 CITY 六段 40 

２ 福嶋 教代 ふくしま のりよ 松原シニア １級 33 

３ 都築 茂子 つづき しげこ 松原シニア １級 26 

４ 中川 和子 なかがわ かずこ 松原シニア １級 24 

平均   30.8 



年度別上位入賞者 
 

 第１回大会 ２０１９．４．２１ 高槻市立富田青少年交流センター 

 初心者の部 参加２３名 上級者の部 参加３０名 

 名前 所属 学年 得点 名前 所属 学年 得点 

優勝 堀川 実夢 伊丹 小４ 50 田原 瑞己 伊丹 小５ 50 

準優勝 加藤 志奈美 住吉小 小３ 49 榎本 紗奈 伊丹 小５ 50 

第３位 後藤 遥果 貝塚いぶき 小１ 48 西川 聡一郎 和歌山北 小５ 47 
 

２０２０年度 第２回 中止 
 

２０２１年度 第３回 中止 
 

 第４回大会 ２０２２．４．２４ 大阪市立浪速区民センター 

 初心者の部 参加１５名 中級者の部Ⅰ 参加１６名 中級者の部Ⅱ 参加３２名 

 名前 所属 学年 得点 名前 所属 学年 得点 名前 所属 学年 得点 

優勝 後藤 里沙 高槻城内 小２ 48 宮武 佐ちえ 住吉 中１ 48 金丸 颯斗 滋賀玉川 小４ 49 

準優勝 森 百花 高槻城内 小３ 44 西本 吉孝 伊丹 小４ 47 長谷川 柚月 滋賀玉川 小６ 49 

第３位 二谷 晄樹 北摂 小２ 44 高谷 茉那 高槻城内 小２ 45 大西 悠可 滋賀玉川 小２ 48 

敢闘賞 筒井 柊太 和歌山北 小２ 44 杉本 穣大 北摂 小４ 43 江見 理音 北大阪 小４ 48 

 社会人の部 参加１６名 マスタークラス 参加４名 

 

 名前 所属 得点 名前 所属 得点 

優勝 加藤 真理子 阿倍野 45 阪井 茂 大阪 CITY 40 

準優勝 嶋田 孝司 高槻城内 41 福嶋 教代 松原シニア 33 

第３位 戸川 夏生 貝塚いぶき 38 都築 茂子 松原シニア 26 

敢闘賞 撫 英生 貝塚いぶき 38 中川 和子 松原シニア 24 

 

スプリングカップ アラカルト 

①参加人数 

 ８３名参加で、第１回大会より３０名アップ。 

 

②すべて異なる団体所属者が優勝 

 ５クラスすべて異なる団体所属者が優勝した。通算成績は伊丹 2勝、高槻城内 1勝、住吉 1

勝、滋賀玉川 1勝、阿倍野 1勝、大阪 CITY1勝。 

 

 


