
大会結果 
アジアけん玉カーニバル２０２２ 

１０月１０日（月・祝） 大阪市立西成区民センター ホール 

〇アジアけん玉チャンピオンシップ 参加合計 38名 

 初級者クラス 

参加 15名 

 中級者クラス 

参加 13名 

 上級者クラス 

参加 10名 

順位 名前 ふりがな  名前 ふりがな  名前 ふりがな 

優勝 植山ラティーフ孔明 うえやま らてぃーふ こうめい   川本 凌雅 かわもと りょうが  岸本 唯愛 きしもと いちか 

準優勝 遠藤 歩花 えんどう ほのか  丸野 楓佳 まるの ふうか  寺田 周平 てらだ しゅうへい 

第３位 大島 創 おおしま はじめ  後藤 遥果 ごとう はるか  井上 安弘 いのうえ やすひろ 

〇オータムけん玉大会【オータムカップ】 参加合計 30名 

 初級者の部 

参加 7名 

 中級者の部 

参加 10名 

 上級者の部 

参加 13名 

順位 名前 ふりがな  名前 ふりがな  名前 ふりがな 

優勝 安達 那緒 あだち なお  白石 千晴 しらいし ちはる  溝端 唯歩 みぞばた ゆあ 

準優勝 梶田 彩葉 かじた いろは  山城 彩可 やましろ あやか  川本 凌雅 かわもと りょうが 

第３位 江藤 彰斗 えとう あきと  大谷 奈美 おおや なみ  有村 莉緒菜 ありむら りおな 

〇オータムけん玉大会【オータムトライ】 参加合計 24名 10種目クリア者を下記に記載 

 初級者クラス 

参加 3名 

 中級者クラス 

参加 5名 

 上級者クラス 

参加 16名 

No. 名前 ふりがな No. 名前 ふりがな No. 名前 ふりがな 

1 山口 まり絵 やまぐち まりえ  該当者なし 1 加藤 瑠梨 かとう るり 

      2 木原 秀喜 きはら ひでき 

      3 城本 海人 しろもと かいと 

      4 番匠谷 瑞起 ばんじょうや みづき 

      5 平野 和子 ひらの かずこ 

〇オータムけん玉大会【もしかめ大会】 参加 69名 30分継続者を下記に記載  

 名前 ふりがな  名前 ふりがな  名前 ふりがな 

1 有友 慶汰 ありとも けいた 2 有村 莉緒菜 ありむら りおな 3 井上 安弘 いのうえ やすひろ 

4 植山ラティーフ孔明 うえやま らてぃーふ こうめい  5 加藤 瑠梨 かとう るり 6 川崎 凌駕 かわさき りょうが 

7 川本 凌雅 かわもと りょうが 8 岸本 唯愛 きしもと いちか 9 後藤 祐貴 ごとう ゆうき 

10 舘本 春美 たてもと はるみ 11 寺田 周平 てらだ しゅうへい 12 撫 英生 なで ひでお 

13 長谷川 柚月 はせがわ ゆずき 14 廣常 理帆子 ひろつね りほこ 15 丸野 楓佳 まるの ふうか 

〇けん玉ペインティングコンクール 参加 32名  

順位 名前 ふりがな  名前 ふりがな  名前 ふりがな 

大賞 大田 結愛 おおた ゆま       

優秀賞 長谷川 柚月 はせがわ ゆづき  水野 由羅 みずの ゆら  平野 和子 ひらの かずこ 

〇級・段位けん玉認定会 

級位 受審 7名 合格…1級 3名 

段位 受審 7名 合格…初段 2名、五段 2名 

〇けん玉元気プロジェクト 

未使用切手 916円 けん玉１本と交換を行い、国際交流活動として使用します 


