
平成24年度大阪府民体育大会スポーツチャンバラ競技

と　き　平成24年10月21日日曜日
 ところ　東大阪大学　柏原高等学校
主　催　大阪スポーツチャンバラ協会

優　勝 準優勝 三　位 三　位
幼　年 木岡　夢結 遠矢　楓翔 木岡　義心 岡田　唯花

東大阪クラブ 友心館　中宮大池 東大阪クラブ 東大阪クラブ

市・学校名 東大阪・岩田保育園 枚方市・青桐保育園 東大阪・岩田保育園

小1・2 吉田　桜香 占部　格ノ進 村嵜　小次郎 小野　司

蒼龍館 友心館　山戸 武心館 武心館

市・学校名 豊中市・桜塚小学校 枚方市・蹉跎小学校 東大阪・成和小学校 大東市・鴻池東小学校

小3・4 黒川　慎平 岡市　栄悟 長野　七奈 寺田　燈

友心館　桜丘北 友心館　中宮大池 友心館　中宮大池 有朋館　岸和田

市・学校名 枚方市・桜丘北小学校 枚方市・春日小学校 枚方市・小倉小学校 岸和田・

小5・6 上野　文華 疋田　真人 石原　有彩 坂口　菜佳

有朋館　岸和田 友心館　中宮大池 有朋館 友心館　山戸

市・学校名 岸和田市・八木北小学校 枚方市・菅原東小学校 泉南市・信達小学校 枚方市・山田東小学校

中　学 山本　華奈 笹本　優里杏 竹中　優生 山本　華澄

蒼龍館 友心館　 友心館　 蒼龍館

市・学校名 大阪市・諏訪中学校 枚方市・東香里中学校 枚方市・桜丘中学校 大阪市・諏訪中学校

高校生 瀬戸　洋任 矢倉　士 川端一輝 濱田陸海

有朋館 友心館 富翔館 友心館

市・学校名 桃山学院高等学校 高槻市・青凌高等学校 四天王寺羽曳丘高校 大阪産業大学高等学校

幼　年 木岡　夢結 廣海　功航 林　直樹 遠矢　妃莉

東大阪クラブ 護身館　大阪 富翔館 友心館　中宮大池

市・学校名 東大阪・岩田保育園 豊里第二保育園 枚方市・青桐保育園

小1・2 村嵜　小次郎 疋田　裕輝 小野　栄輝 小野　司

武心館 友心館　中宮大池 武心館 武心館

市・学校名 東大阪・成和小学校 枚方市・菅原東小学校 大東市・鴻池東小学校 大東市・鴻池東小学校

小3・4 長谷川　進 黒川　慎平 井上　大空 古家　遼大

武心館 友心館　桜丘北 富翔館 有朋館

市・学校名 東大阪・孔舎衙小学校 枚方市・桜丘北小学校 富田林・寺池台小学校 泉南市・東鳥取小学校

小5・6 竹本　樹亜 畑中　惟吹 矢倉　匡 寺田　岳

富翔館 友心館　中宮大池 友心館　桜丘北 有朋館　岸和田

市・学校名 堺市・榎小学校 交野市・倉治小学校 枚方市・桜丘北小学校

中　学 安次嶺　太貴 上野　誠大 米田　泰芽 原田優作

東大阪クラブ 有朋館　岸和田 高槻クラブ 友心館

市・学校名 東大阪・英田中学校 久米田中学校 高槻市・高槻中学校 枚方市・長尾西中学校

小低女子 吉田　桜香 前田　帆乃香 林　萌香 村上　優

蒼龍館 東大阪クラブ 有朋館 武心館

市・学校名 豊中市・桜塚小学校 東大阪・岩田西小学校 熊取町・熊取中央小学校 東大阪・縄手小学校

小高女子 石原　有彩 上野　文華 瀬戸　紀海 邨田　歩優

有朋館 有朋館　岸和田 有朋館 富翔館

市・学校名 泉南市・信達小学校 岸和田市・八木北小学校 泉南市・信達小学校 富田林・富田林小学校

中学女子 山本　華奈 奥野　真帆 山本　華澄 頭本　紗樹

蒼龍館 友心館 蒼龍館 友心館

市・学校名 大阪市・諏訪中学校 枚方市・桜丘中学校 大阪市・諏訪中学校 枚方市・中宮中学校

高校生 濱田陸海 矢倉士 瀬戸洋任 川端一輝

友心館 友心館 有朋館 富翔館

市・学校名 大阪産業大学高等学校 大阪青凌高等学校 桃山学院高等学校 四天王寺羽曳丘高校

幼　年 木岡　夢結 木岡　義心 清原　維人 廣海　功航

東大阪クラブ 東大阪クラブ 有朋館　熊取 護身館　大阪

市・学校名 東大阪・岩田保育園 東大阪・岩田保育園 熊取町・アトム保育園 豊里第二保育園

小1・2 畑中　棟伍 村嵜　小次郎 後藤　巧太 疋田　裕輝

友心館　中宮大池 武心館 富翔館 友心館　中宮大池

市・学校名 交野市・倉治小学校 東大阪・成和小学校 富田林・高辺台小学校 枚方市・菅原東小学校

小3・4 石原　大揮　 黒川　慎平 木岡　昌義 日野　雄太

有朋館 友心館　桜丘北 東大阪クラブ 城東成育SC

市・学校名 泉南市・信達小学校 枚方市・桜丘北小学校 東大阪市・岩田西小学校 大阪市・成育小学校

小5・6 伊地知　賢造 前田　駿人 疋田　真人 岡地　亮典

高槻クラブ 武心館 友心館　中宮大池 富翔館

市・学校名 茨木市・庄栄小学校 東大阪・孔舎衙 枚方市・菅原東小学校 富田林・向陽台小学校

中　学 上野　誠大 長谷川　雅 米田　泰芽 矢倉　史也

有朋館　岸和田 武心館 高槻クラブ 友心館

市・学校名 久米田中学校 東大阪・孔舎衙中学校 高槻市・高槻中学校 高槻市・青凌中学校

小低女子 吉田　桜香 前田　帆乃香 村上　優 染田　美星

蒼龍館 東大阪クラブ 武心館 友心館　桜丘北

市・学校名 豊中市・桜塚小学校 東大阪・岩田西中学校 東大阪・縄手小学校 枚方市・桜丘北小学校

小高女子 上野　文華 田岡　理恵 瀬戸　紀海 石原　有彩

有朋館　岸和田 富翔館 有朋館 有朋館

市・学校名 岸和田市・八木北小学校 河内長野市・天野小学校 泉南市・信達小学校 泉南市・信達小学校

中学女子 弘田　歩 原田　彩希 山本　華奈 山本　華澄

富翔館 友心館 蒼龍館 蒼龍館

市・学校名 富田林・明治池中学校 枚方市・長尾西中学校 大阪市・諏訪中学校 大阪市・諏訪中学校
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高校生 矢倉士 瀬戸洋任 平岡遼太郎 濱田悠河

友心館 有朋館 柏原高校 友心館

市・学校名 大阪青凌高等学校 桃山学院高等学校 柏原高校 太成学院大学高等学校
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