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学　年 種　目 優勝 準優勝

4 塩田 佳斗 栃木 5 東山 隼大 宇都宮

6 水沼 詢太 真岡 7 東 洋輝 真岡

佐野 栃木 黒磯 8 相馬 結斗 西那須野

宇都宮 宇都宮

4 高山 なつほ 佐野

宇都宮 大田原 宇都宮

宇都宮 宇都宮

4 松本 栄人 那須 5 植木 聖也 真岡

6 小林 亮翔 青空塾 7 小澤 慶人 真岡

青空塾 大田原 宇都宮 8 柴崎 心温 足利城西

青空塾 宇都宮 大田原 青空塾

4 蛭田 花菜 西那須野 5 小林 香凛 足利

6 菅家 かなめ 小山 7 五十嵐 羽菜 宇都宮

宇都宮 宇都宮 足利城西 8 加藤 季亜来 高根沢

宇都宮 宇都宮 高根沢 小山

4 辻　蒼樹 青空塾 5 藤田 悠煌 宇都宮

6 齋藤 笙大郎 宇都宮 7 林 拓未 真岡

那須 大田原 青空塾 8 塩澤 陸 真岡

5 佐藤 朱莉 西那須野 5 井波 満輝 那須

5 松本 蓮 那須 5 冨山 結 那須

大田原 宇都宮 青空塾 青空塾  

4 小林 泉珠 大田原 5 小川 結希乃 大田原

6 竹澤 詩識 宇都宮 7 熊倉 志穂 佐野

大田原 小山 足利 8 相沢 茉視 大田原

大田原 小山 大田原 足利

4 鈴木 朝陽 栃木 5 清水 遥斗 宇都宮

6 猿渡 陽斗 宇都宮 7 太田 虎之助 小山

宇都宮 佐野 宇都宮 8 赤石 羅衣 真岡

宇都宮 宇都宮 宇都宮 宇都宮

4 松本 なな 那須

大田原 青空塾 青空塾

青空塾 青空塾 大田原 佐野

4 林 環希 真岡 5 刑部 慶太郎 大田原

6 若色 慶悟 高根沢 7 根本 來知 那須

足利城西 宇都宮 宇都宮 8 永倉 辰規 大田原

5 田村 潤成 宇都宮 5 永倉 辰規 大田原

5 若色慶悟 高根沢 5 山田怜臣 足利城西

足利城西 大田原 宇都宮 青空塾  

4 横濱 詩乃 那須 5 油原 莉桜 真岡

6  若目田 和海 宇都宮 7 齋藤 璃采 宇都宮

青空塾 大田原 青空塾 8 橋本 茉依 高根沢

宇都宮 青空塾 宇都宮 真岡

真岡 真岡 高根沢

真岡 佐野

下野 宇都宮 宇都宮

大田原 足利大OB 宇都宮 下野

下野 野木 宇都宮

黒羽 野木

小学生低学年形 宇都宮Ａ 那須 大田原

小学生高学年形 大田原A 青空塾 宇都宮A

小学生低学年組手 宇都宮A 宇都宮B

小学生高学年組手 宇都宮A 青空塾

一般組手 宇都宮

宇都宮 大田原 青空塾

　

３年

男子
組手

小山 泰史 東山 隼大

公益社団法人　日本空手協会　第６４回全国空手道選手権大会予選兼
第４９回栃木県大会　大会成績一覧

第３位 第４位～第８位

小学生 形
津久井 紺太 松本 優真 益子 颯臥

３年

女子
組手

河原 そら 依田 彩加

小学生 形
河原 そら 刑部 美桜 依田 彩加

　

４年

男子
組手

早乙女 泰良 蒲生 龍之介 渡邉 翔琉 小林 亮翔

小学生 形
早乙女 泰良 渡邉 翔琉 蒲生 龍之介

　

４年

女子
組手

北條 伶菜希 國分 一花 若色 柑奈 菅家 かなめ

小学生 形
北條 伶菜希 國分 一花 山田 惺愛

　

５年

男子
組手

刑部 光士郎 藤田 悠煌 辻　蒼樹 長島　圭

小学生 形
冨山 結 刑部 光士郎 長島　圭

５年

女子
組手

人見 明咲 岸 鈴華 小川 結希乃 高野 仁杏

小学生 形
人見 明咲 岸 鈴華 高野 仁杏

６年

男子
組手

伊藤 大地 清水 遥斗 蒲生 真之介 澤畑 壱

小学生 形
伊藤 大地 小暮 鉄平 蒲生 真之介

６年

女子
組手

長島 さら 早乙女 結良 川井田 美憂 高山 瑚子

小学生 形
川井田 美憂 早乙女 結良 長島 さら

　

男子 組手
長谷川泰輝 刑部 慶太郎 北條 裕哉 辻　祐輝

中学生 形
山田 怜臣 大橋 慈英 田村 潤成

高校生 形
白瀧 悠 鈴木 結人 篠原 慶太朗

　

女子 組手
藤田 颯希 青木　南似香 齋藤 璃采 宮田 美姫

中学生 形
永井 星空 小林 希珠 早乙女 紗良

一般 形
箕輪 優太 安達 修平 茅根 孝記

男子 組手
松本 楓翔 津久井 結丸

一般 形
箕輪 真央 須田 実侑 大橋 優

男子 組手
荻原 和希 菊地 祥宏 安達 修平 箕輪 優太

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。

女子 組手
吉成 京樺 須田 実侑


