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於：栃木県立県北体育館（大田原市）

Tel:0287-22-8012

学　年 種　目 優勝 準優勝
4 村上 綸亮 佐野 5 好井 伶 小山
6 松島 慧太 佐野 7 高橋 思 宇都宮

宇都宮 足利城西 那須 8 菅井 俊甫 真岡
5 土屋 慶人 宇都宮 5 松島 慧太 佐野
5 村上 綸亮 佐野 5 増澤 悠希 足利城西

宇都宮 小山 宇都宮 足利城西  
4 白瀧 舞 真岡 5 岸本 美月 小山
6 仁平 萌菜美 真岡 7 藤田 颯希 宇都宮

那須 小山 真岡 8 鈴木 穂花 宇都宮

那須 真岡 真岡 小山  
4 篠原 慶太朗 高根沢 5 宮下 力 足利城西
6 吉成 佳祐 黒羽 7 内田 皓仁 宇都宮

宇都宮 宇都宮 宇都宮 8 遠山 由庵 佐野
5 内田 皓仁 宇都宮 5 高橋 晟 宇都宮
5 請田 夏也 小山 5 松島 陽向 佐野

宇都宮 足利城西 宇都宮 宇都宮  
4 大貫 悠来 真岡 5 関口 友絃 真岡
6 六本木 春花 宇都宮 7 油原 美夢 真岡

宇都宮 黒羽 宇都宮 8 高橋 愛 小山
5 山崎 琳緒 宇都宮 5 川上 陽愛 黒羽
5 楊 若含 佐野 5 宮下 愛桜 足利城西

青空塾 真岡 真岡 小山  
4 齋藤 一桜 黒羽 5 稲村 一樹 宇都宮
6 三浦 天 大田原 7 三浦 英 大田原

宇都宮 大田原 真岡 8 亀田 昇吾 宇都宮
5 六本木 武琉 宇都宮 5 三浦 天 大田原
5 石井 開土 小山 5 藤田 永心 栃木

青空塾 宇都宮 宇都宮 大田原  
4 篠原 ひなの 高根沢

宇都宮 真岡 小山

真岡 宇都宮 黒磯 小山  
4 生田 岳士 小山

宇都宮 那須 宇都宮

宇都宮 宇都宮 那須 小山  
4 越智 一行 宇都宮 5 依田 光生 宇都宮

6 荻原 剛 自治医大 7 曽我 元 宇都宮

宇都宮 宇都宮 自治医大 8 沼生健太郎 宇都宮

5  ベンジャミン フィッシャー 宇都宮 5 落合 秀也 自治医大

5 矢野 祐樹 国福大 5 藤田 剛士 帝京大OB

足工大OB 大田原 宇都宮 宇都宮  
4 金 素子 自治医大 5 川原 由希 国福大

6 中村 天音 自治医大 7 宇賀神 泉季 自治医大

宇都宮 宇都宮 宇都宮 8 市川 愛里 国福大

5 伊藤 菜々子 自治医大 5 中村 天音 自治医大

5 松田 帆風 作新女子 5 伊東 なつみ 作新女子
作新女子 宇都宮 佐野 作新女子  

小学生低学年形 真岡Ａ 那須 宇都宮Ｃ

小学生高学年形 宇都宮Ａ 宇都宮Ｃ 足利城西

小学生低学年組手 宇都宮 佐野 小山Ａ

小学生高学年組手 宇都宮Ａ 黒羽Ａ 足利城西

一般組手 足工大OBＡ 宇都宮 帝京大OB

宇都宮 真岡 那須

形 黒﨑 雅矢 山田 怜臣 桃井 陸

公益社団法人　日本空手協会　第６０回全国空手道選手権大会予選兼
第４４回栃木県大会　大会成績一覧

第３位 第４位～第８位

油原 莉桜

　

３・４年生
男子 組手 黒﨑 雅矢 好井 伶 高橋 思 山田 怜臣

小学

小学生 形
今 千枝李 請田 瑠菜

菱川 裕人

　

組手 今 千枝李 白瀧 舞 油原 莉桜 岸本 美月３・４年
女子

組手 黒﨑 刀雅 宮下 力

小学生 形 柏次 一慶 高橋 晟

吉成 京樺 山崎 琳緒

　

柏次 一慶 菱川 裕人

　

５・６年
男　子

組手 中島 樹恵留 大貫 悠来 関口 友絃 鹿野 璃子

小学生 形 髙橋 かなえ

六本木 武琉 大野 陽人 白瀧 悠

　

５・６年
女　子

組手 中島 夏里武 亀田 昇吾 戸谷 翼 大野 陽人

中学生 形

形 米良 幸々乃 大橋 こころ 須田 実侑

佐藤 大揮

　

女　子 組手 大橋 こころ 米良 幸々乃 室井 杏菜 須田 実侑

中学生

高校生 形 米良 裕一朗 瀬古 龍生

男　子 組手 米良 裕一朗 佐藤 大揮

安達 修平 落合 秀也

瀬古 龍生 生田 岳士

　

男　子 組手
菊地 祥宏 荻原 和希 箕輪 優太 安達 修平

一　般 形
箕輪 優太

米良 美々乃 柴田 菜々 田村 歩生

男　子

　

女　子 組手
髙橋 柚月 柴田 菜々 恩田 芽衣 諏訪 結布佳

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。


