
FINAL OSAKA 2022（第17回だんじりバトル）

番号 出場クラス ⽒名 団体名 ⽒名 団体名 ⽒名 団体名 ⽒名 団体名
1 【初級】⼩学２年⽣男⼦ 越野 晴⽇ 正道会館 ⼤河道場 ⽚⼭ 幸星 正道会館 髙雄道場 川﨑 琥太朗 正道会館 髙雄道場 森 裕稀 正道会館 渡邊道場

2 【初級】⼩学２年⽣⼥⼦ 井本 知佐 正道会館 菱川道場
3 【初級】⼩学３年⽣男⼦ 筒井 亮太 正道会館 ⼤河道場 井出 成 正道会館 ⼤阪東道場 澁⾕ 愛翔 正道会館 翔起会 藤島 ⼀翔 正道会館 渡邊道場

4 【初級】⼩学３年⽣⼥⼦ 鈴⽊ 花⾳ 正道会館 新⼼館 梅﨑 琴乃 正道会館 翔起会
5 【初級】⼩学４年⽣男⼦ 巽 彪凌 正道会館 ⼤河道場 松本 健太 正道会館 GSJ 根来 翔⼤ 正道会館 髙雄道場 松本 悠有汰正道会館 ⼤河道場

6 【初級】⼩学４年⽣⼥⼦ 宮村 和花 正道会館 ⼤阪東道場
7 【初級】⼩学５年⽣男⼦ 齋藤 和真 正道会館 team蓮 稲冨 佑 義道会館 福 友信 正道会館 元気道場 藤⽥ 空⾳ 正道会館 はじめ道場

8 【初級】⼩学５年⽣⼥⼦ 植中 梨 正道会館 ⼤河道場 内野 ⼼晴 正道会館 髙雄道場
9 【初級】⼩学６年⽣男⼦ ⾚井 太⼠ 正道会館 髙雄道場
10 【初級】40代男⼦軽量級70kg未満 上⽥ 聡 正道会館 髙雄道場
11 【初級】50代男⼦重量級70kg以上 中村 賀雄 正道会館 髙雄道場
12 【初級】⾼校⽣以上(15歳〜19歳)男⼦軽量級63kg未満 髙橋 ⽞樹 正道会館 菱川道場
13 【初級】UNDER21⼥⼦ ⾦⾕ 朱莉 正道会館 総本部
14 【初中級】幼児年中男⼥混合 ⽮野 聖來 正道会館 元気道場 ⽯井 理⼀郎 正道会館 GSJ
15 【初中級】幼児年⻑男⼥混合 吉井 瑛⼈ 正道会館 GSJ ⽯井 はな 正道会館 GSJ
16 【初中級】⼩学１年⽣男⼦ 宮村 英汰 正道会館 ⼤阪東道場 ⽵下 陸翔 正道会館 元気道場 冨⽥ 真⽣ 正道会館 髙雄道場 ⼩松 輝汰 ⽩蓮会館 堺⽀部
17 【初中級】⼩学１年⽣⼥⼦ 中尾 ⼼結 正道会館 team蓮
18 【中級】⼩学２年⽣男⼦ 上⽥ 沙⾨ 正道会館 元気道場 野⾒⼭ 光樹 正道会館 元気道場
19 【中級】⼩学３年⽣男⼦ 平岡 優空 正道会館 髙雄道場 萩野 朝陽 正道会館 髙雄道場
20 【中級】⼩学４年⽣男⼦ 松井 亮輔 正道会館 team蓮
21 【中級】⼩学５年⽣男⼦ 中⻄ 柳晴 正道会館 髙雄道場 ⼤⻄ 希 正道会館 髙雄道場
22 【中級】⼩学６年⽣男⼦ ⼩林 ⼤輝 正道会館 髙雄道場 ⻄野 遼太郎 正道会館 髙雄道場
23 【中級】⼩学６年⽣⼥⼦ 森野 加梨奈 正道会館 髙雄道場
24 【中上級】30代男⼦重量級70kg以上 丸⼭ 浩司 正道会館 team蓮
25 【中上級】40代男⼦軽量級70kg未満 尾崎 知器 宮野道場 本部
26 【上級（選抜）】幼児年⻑男⼥混合 ⻄⽥ 理央⼈ 正道会館 元気道場
27 【上級（選抜）】⼩学１年⽣男⼦ ⽩⽯ 悠真 正道会館 ⻘雲会 岩⿐ 陽 正道会館 team蓮
28 【上級（選抜）】⼩学１年⽣⼥⼦ 森野 由梨奈 正道会館 髙雄道場
29 【上級（選抜）】⼩学２年⽣男⼦ 藤浦 幸之助 宮野道場 伊丹⽀部 淡 奏叶 正道会館 team蓮
30 【上級（選抜）】⼩学３年⽣男⼦ ⼭脇 絃暉 聖空会館 ⾼砂道場 澤⽥ 和篤 正道会館 髙雄道場 永井 ⼤雅 拳実会 ⻑本 ⿓聖 誠曾 ⽮⽥⽀部
31 【上級（選抜）】⼩学３年⽣⼥⼦ 椿⼭ 麗 義道会館 ⼤上 由乃 正道会館 髙雄道場
32 【上級（選抜）】⼩学４年⽣男⼦軽量級30kg未満 吉川 尚 正道会館 髙雄道場 軽本 隆太 ⽩蓮会館 神⼾⽀部
33 【上級（選抜）】⼩学４年⽣男⼦重量級30kg以上 汐﨑 尋誠 極真空⼿ 中崎道場関⻄本部 ⼤友 仁 正道会館 ⼤河道場 福⾥ 昊真 ⽩蓮会館 沖縄⽀部 北⼝ 暖⼤ 正道会館 ⼤河道場

34 【上級（選抜）】⼩学４年⽣⼥⼦軽量級30kg未満 成⽥ 笑瑠 正道会館 新⼼館 ⽊下 真珠華 聖⼼會 富秋道場
35 【上級（選抜）】⼩学５年⽣男⼦軽量級34kg未満 上⼝ 楓⼈ ⽩蓮会館 ⼤阪狭⼭⽀部 岡⽥ 英⼤ 正道会館 team蓮 出⼝ 絢⼠ 正道会館 髙雄道場 ⼩寺 愛⽃ 光道會舘 塔本道場

36 【上級（選抜）】⼩学５年⽣男⼦重量級34kg以上 ⼭下 翔⼤ 誠會 恒成 優⾺ 正道会館 兵庫県本部
37 【上級（選抜）】⼩学５年⽣⼥⼦軽量級34kg未満 松本 叶愛来 拳実会
38 【上級（選抜）】⼩学６年⽣男⼦軽量級38kg未満 村上 雄哉 聖⼼會 ⼭⽥ 恋登 ⾦森道場
39 【上級（選抜）】⼩学６年⽣男⼦重量級38kg以上 奥村 勇仁 勲⼼會 戎 玲⽣ ⽩蓮会館 奈良学園前⽀部

40 【上級（選抜）】⼩学６年⽣⼥⼦軽量級38kg未満 中林 万友 正道会館 GSJ
41 【上級（選抜）】⼩学６年⽣⼥⼦重量級38kg以上 辻 ⼼愛 ⽩蓮会館 ⼤阪狭⼭⽀部 権出 ⼩春 聖⼼會
42 【上級（選抜）】中学１年⽣男⼦軽量級45kg未満 ⽮野 睦樹 正道会館 元気道場 ⾚⼟ 友絆 正道会館 ⼤河道場
43 【上級（選抜）】中学１年⽣男⼦重量級45kg以上 松川 凱哉 ⽩蓮会館 沖縄⽀部 ⼤崎 泰典 ⽩蓮会館 神⼾⽀部
44 【上級（選抜）】中学１年⽣⼥⼦軽量級45kg未満 ⽊下 舞桜 聖⼼會 富秋道場
45 【上級（選抜）】中学２・３年男⼦軽量級52kg未満 ⽶⽥ 崚⼈ 正道会館 GSJ 服部 匠真 ⼤和會
46 【上級（選抜）】中学２・３年男⼦重量級52kg以上 中橋 出雲 正道会館 兵庫県本部 ⽥中 良 正道会館 兵庫県本部
47 【上級（選抜）】中学２・３年⼥⼦軽量級49kg未満 村⾓ 桧奈 ⽩蓮会館 岡⼭⽀部
48 【上級（選抜）】中学２・３年⼥⼦重量級49kg以上 ⼭村 玲朱 破道会館 ⽥中 清賀 ⾦剛カラテ川地道場
49 【チャンピオン】⾼校⽣以上(15歳〜49歳)男⼦軽量級65kg未満 岸 琉⽣ 正道会館 髙雄道場
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