
第９回大阪少年少女大会　兼　第５回大阪ブロック大会

 ところ　大阪市立中央体育館

主　催　大阪スポーツチャンバラ協会

　　　　財団法人大阪体育協会

＜個人戦＞ 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼　年 岩田保育所 ポッポ第２保育園 岩田保育所 ひかり幼稚園

男女 木岡　義心 村嵜　太亮 久保　美佐希 刈屋　桜介

小１．２年 菅原東小学校 諏訪小学校 岩田西小学校 野里小学校

男女 疋田　裕輝 山口　智菜 木岡　夢結 北口　倫多郎

小３．４年 南桜塚小学校 倉治小学校 藤沢台小学校 岩田西小学校

男女 吉田　桜香 畑中　棟伍 佐野　航輔 木岡　昌義

小５．６年 桜ヶ丘北小学校 信達小学校 孔舎衙小学校 信達小学校

男女 黒川　慎平 川端　なづな 長谷川　進 石原　大揮

中学生 城東中学校 久米田中学校 信達中学校 桜丘中学校

男女 山本　華奈 上野　文華 石原　有彩 奥野　真帆

高校生 大阪国際滝井高等学校 大成学院大学高等学校 興国高校 大阪国際大和田高等学校

男女 竹中　美優 濱田　悠河 上野　誠大 頭本　紗樹

幼　年 岩田保育所 東高殿幼稚園 学研ひまわり 大塚保育所

男女 木岡　義心 日野　七奈海 中川　謙心 今川　涼花

小１．２年 鴻池東小学校 成育小学校 牧野小学校 岩田西小学校

男子 小野　司 日野　皓友 又吉　凌雅 久保　俊介

小３．４年 倉治小学校 春日小学校 新庄小学校 磯島小学校

男子 畑中　棟伍 岡市　栄悟 北古賀　柊人 大﨑　智稀

小５．６年 桜ヶ丘北小学校 信達小学校 三軒家小学校 向陽台小学校

男子 黒川　慎平 石原　大揮 堀田　和希 岡地　亮典

小学校低学 南桜塚小学校 孔舎衙小学校 岩田西小学校

女子 吉田　桜香 前田　　凜 木岡　夢結

小学校高学 諏訪小学校 天野小学校 信達小学校

女子 山口　佑菜 田岡　利恵 川端　なづな

中学生 三国丘中学校 孔舎衙中学校 堅上中学校 縄手中学校

男子 竹本　樹亜 長谷川　雅 藤原　叶多 松本　暖樹

中学生 久米田中学校 長尾西中学校 城東中学校

女子 上野　文華 原田　彩希 山本　華澄

高校生 大成学院大学高等学校 大阪府立河南高校 大阪市立産業付属高等学校 柏原高等学校

男子 濱田　悠河 林田　光貴 濱田　陸海 岡本　藍人

高校生 大阪国際滝井高等学校 大阪国際大和田高等学校

女子 竹中　美優 頭本　紗樹

と　き　2013年10月27日（日）
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幼　年 岩田保育所 ポッポ第２保育園 あけぼの幼稚園 岩田保育所

男女 木岡　義心 村嵜　太亮 原田　淳乃介 久保　美佐希

小１．２年 鴻池東小学校 山田東小学校 玉美小学校 庄栄小学校

男子 小野　司 遠矢　楓翔 河内　唯成 伊地知　章造

小３．４年 春日小学校 鴻池東小学校 成和小学校 蹉蛇小学校

男子 岡市　栄悟 小野　栄輝 村嵜　小次郎 占部　格ノ進

小５．６年 海老江東小学校 縄手小学校 孔舎衙小学校 桜ヶ丘北小学校

男子 金澤　瑚大朗 村上　颯 長谷川　進 黒川　慎平

小学校低学 海老江東小学校 南桜塚小学校 山田東小学校

女子 金澤　音々 吉田　桜香 遠矢　妃莉

小学校高学 信達小学校 諏訪小学校 天野小学校

女子 川端　なづな 山口　佑菜 田岡　利恵

中学生 中宮中学校 孔舎衙中学校 堅上中学校 喜志中学校

男子 今井　祥貴 長谷川　雅 藤原　叶多 秋武　千駿

中学生 長尾西中学校 桜丘中学校 城東中学校

女子 原田　彩希 竹中　優生 山本　華奈

高校生 四天王寺羽曳丘高校 大阪市立産業付属高等学校 香里ヶ丘高校 大成学院大学高等学校

男子 邨田　賢祐 濱田　陸海 原田　優作 濱田　悠河

高校生 大阪国際滝井高等学校 大阪国際大和田高等学校

女子 竹中　美優 頭本　紗樹

優　勝 準優勝 三　位

チーム名 攻誠館Ａ 友心館　中宮大池Ａ 有朋館　泉南Ａ

地域区分 東部大阪 東部大阪 南大阪

監　　　督 野中 占部 永野

長谷川　進 坂口　真生 川端　なづな

前田　駿人 疋田　真人 石原　大揮

村上　颯 大崎　智稀 古家　遼大

優　勝 準優勝 三　位

チーム名 友心館Ｃ 友心館Ｄ 有朋館Ａ

地域区分 東部大阪 東部大阪 南大阪

監　　　督 竹中（勝） 浜田 上野

前川　祥輝 坂口　菜佳 石原　有彩

今井　祥貴 竹中　優生 上野　文華

原田　彩希 頭本　紗樹 上野　誠大
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