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栃木県足利市大橋町1丁目2007-3

於：足利市民体育館（足利市）

Tel:0284-43-0536

学　年 種　目 優　勝 準優勝

4 長谷川　蒼 黒羽 5 大山和久 足利城西

6 請田瑠菜 小山 7 仁平萌菜美 真岡

足利城西 佐野 宇都宮 8 若色慶悟 高根沢

5 若色慶悟 高根沢 5 請田瑠菜 小山

5 村上綸亮 佐野 5 土屋慶人 宇都宮

足利城西 宇都宮 佐野 那須

4 鈴木一真 小山 4 黒崎刀雅 宇都宮

6 篠原駿太朗 高根沢 7 宮下　力 足利城西

高根沢 宇都宮 黒羽 8 増澤陽希 足利城西

5 齋藤光風 黒羽 5 遠山由庵 佐野

5 柏次一慶 宇都宮 5 宮下　力 足利城西

小山 黒羽 宇都宮 小山

4 鹿野璃子 小山 5 大貫悠来 真岡

6 米倉蓮希 高根沢 7 阿久津晴加 高根沢

宇都宮 足利城西 小山 8 稲村琴詠 宇都宮

5 吉成京樺 黒羽 5 大貫悠来 真岡

5 宮下愛桜 足利城西 5 米倉蓮希 高根沢

小山 宇都宮 小山 小山

4 黒田起音 黒羽 5 藤田　怜 高根沢

6 稲村一樹 宇都宮 7 加藤大輝 高根沢

小山 大田原 宇都宮 8 齋藤一桜 黒羽

5 戸谷　翼 宇都宮 5 三浦　英 大田原

5 齋藤一桜 黒羽 5 亀田昇吾 宇都宮

小山 大田原 黒羽 小山

4 本間　葵 宇都宮 5 富田憐南 西那須野

6 大橋こころ 真岡 7 渡部愛葉 西那須野

宇都宮 宇都宮 真岡 8 上野和沙 真岡

5 本間　葵 宇都宮 5 富田憐南 西那須野

5 菊池永遠 西那須野 5 大橋こころ 真岡

真岡 真岡 宇都宮 小山

4 生田岳士 小山 5 大野陽人 大田原

6 田村渉馬 宇都宮 7 鈴江憂騎 宇都宮

宇都宮 宇都宮 宇都宮 8 青木一輝 小山

5 六本木武琉 宇都宮 5 松島昭徳 小山

5 青木一輝 小山 5 生田岳士 小山

宇都宮 宇都宮 宇都宮 宇都宮

宇都宮 黒羽 宇都宮

佐野 黒羽 宇都宮 宇都宮

小山 真岡 宇都宮

小山 宇都宮 真岡 真岡

4 菊地祥宏 足工大OB 5 安達修平 宇都宮

6 依田光生 宇都宮 7 友野英樹 足工大OB

宇都宮 宇都宮 自治医大 8 荻原和希 国福大

5 友野英樹 足工大OB 5 佐藤洸太 宇都宮

5 森戸克敏 国福大 5 安達修平 宇都宮

宇都宮 国福大 帝京大 足工大OB

4 笹沼美来 作新女子 5 古口智美 作新女子

6 齋藤杏奈 国福大 7 帖地まりな 作新女子

自治医大 宇都宮 宇都宮 8 吉村渚 作新女子

5 村上寛実 作新女子 5 薄井　悠 高根沢

5 小林睦実 作新女子 5 塩田由佳 国福大

宇都宮 自治医大 作新女子 国福大

小学生低学年形 宇都宮Ａ 小山A 足利城西

小学生高学年形 宇都宮Ａ 宇都宮B 高根沢Ａ

小学生低学年組手 小山B 宇都宮A 小山A

小学生高学年組手 宇都宮B 大田原 宇都宮Ａ

一般組手 宇都宮B 自治医大 足工大OB

宇都宮 小山 足利城西

町田　千尭 米良　寿々乃 岡部　真依

女　子 組手
米良　寿々乃 町田　千尭 古口智美 齋藤　文香

 

一　般 形

団体戦

少年支部対抗戦

少年支部対抗戦については、優勝：5点、準優勝：3点、第3位：1点として算出。
小学生・中学生個人戦・団体戦の成績をもって加算する。

男　子 組手
箕輪　優太 荻原　和希 菊池　信吾 菊地　祥宏

 

一　般 形
箕輪　優太 佐藤　洸太 落合　秀也

鈴木　峻真 菊地　智晴 佐藤　大揮

男　子 組手
鈴木　峻真 佐藤　大揮 菊地　智晴 筒井　力

 

高校生 形

柴田　菜々 黒田　史音 田村　歩生

女　子 組手
恩田　芽衣 黒田　史音 柴田　菜々 戸谷　未来

中学生 形

米良　裕一朗 杣木達哉 六本木　武琉

男　子 組手
米良　裕一朗 鈴江　憂騎 杣木達哉 田村　渉馬

 

中学生 形

米良　幸々乃 髙橋　みのり 大貫　穂花

５・６年
女　子

組手
大貫　穂花 上野和沙 米良　幸々乃 栗崎　鈴那

 

小学生 形

森平　圭太 三浦　天 根岸　平太郎

５・６年
男　子

組手
森平　圭太 三浦　天 黒田　起音 前田　悠登

 

小学生 形

髙橋　かなえ 宮下　愛桜 前田　望結

３・４年
女　子

組手
前田　望結 髙橋　かなえ 鹿野　璃子 高橋　愛

 

小学生 形

篠原　慶太朗 高橋　　晟 益子　晴成

３・４年
男　子

組手
鈴木　一真 益子　晴成 黒崎　刀雅 請田　夏也

 

小学生 形

第４２回栃木県大会　大会成績一覧

１・２年 組手
山田　怜臣 黒崎　雅矢 高橋　隆貴 桃井　陸

 

公益社団法人　日本空手協会　第５８回全国空手道選手権大会予選兼

第３位 第４位～第８位

小学生 形
山田　怜臣 村上　綸亮 黒崎　雅矢

　


