
 

２００９支部内交流大会 2009 年 2 月 22 日（栃木県武道館）  

組手の部入賞者 

 

クラス 優勝 準優勝 三位 

幼年の部 冨山雷稀（宇都宮） 加藤大輝（真岡） 越渡愛結（城南） 北原誠一郎（ASKA） 

小学１年生 田村洸樹（城南） 森 舞登（宇都宮） 森内花音（佐野） 古田侑雅（宇都宮） 

小学２年生 浅川竜也（雀宮） 冨山晃聖（宇都宮） 吉田友哉（ASKA） 鈴木力也（宇都宮） 

小学３年生 菱川雄斗（ASKA） 大関 龍（ASKA） 徳澄侑一郎（宇都宮） 鈴木竜司（ASKA） 

小学４年生 古内一成（ASKA） 沼尾晃司（宇都宮） 本橋陽汰（城南） 津布久美晴（宇都宮）

小学５年生 井上昌大（城南） 三浦健太郎（城南） 小林将吾（真岡） 遠藤拓斗（足利） 

小学６年生 宇梶拓実（ASKA） 五十嵐夏穂（ASKA） 吉田湧貴（城南） 田澤朋弥（ASKA） 

中学生の部 長島魁人（ASKA） 内田和也（足利）   

高校生の部 上野  大（ASKA） 岡田裕介（文星）   

壮年の部 高崎純一（佐野） 藤本英宣（小山） 坂井 茂（小山）  

一般初級 五月女和成（栃木） 渡邊 聡（小山） 若林寿彦（栃木）  

 

型の部入賞者 

クラス 優勝 準優勝 三位 四位 

幼年型の部 戸沢凌冠（小山） 冨山雷稀（宇都宮） 加藤祐太（雀宮） 松本陽菜（城南） 

１年型の部 髙木一真（雀宮） 田村洸樹（城南） 中嶋竜悠（ASKA） 河田京慧（栃木） 

２年型の部 鈴木力也（宇都宮） 土山ひなた（城南） 平沢拓巳（宇都宮） 浅川竜也（雀宮） 

３年型の部 大関 龍（ASKA） 菱川雄斗（ASKA） 古内健太郎（ASKA） 阿由葉拓海（足利） 

高学年初級 島田景虎（真岡） 木村 華（足利） 森戸郁朗（栃木） 鈴木玲央（ASKA） 

高学年上級 宮内光太郎（雀宮） 冨岡 航（城南） 森戸龍星（ASKA） 上野  円（ASKA） 

一般初級 戸敷優作（宇都宮） 木村貴征（足利） 鈴木 享（雀宮） 岡川沙弥（雀宮） 

一般上級 上野  大（ASKA） 坂井 茂（小山） 田口将史（雀宮） 長島魁人（ASKA） 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

栃木県空手道大会２００８ 2008年9月28日（藤岡町総合体育館） 
 

 大会入賞者 
 

クラス 優勝 準優勝 三位 三位 

幼年の部 沼尾晶司（宇都宮） 冨山雷稀（宇都宮） 大塚義修（真岡） 栗島楓倖（埼玉西北）

小学１年生 大関 潤（ASKA） 金子北斗（埼玉西北） 田村洸樹（小山城南） 植田悠貴（常総） 

小学２年生 薄羽慎之介（ASKA） 蓜島一星（埼玉東） 浅川竜也（雀宮） 宮本天斗（埼玉西北）

小学３年生 古内健太郎（ASKA） 菱川雄斗（ASKA） 仙波海斗（栃木北） 宮田利希耶（東松山）

小学４年生 森内 健（佐野） 古内一成（ASKA） 斎藤波輝（常総） 橋詰 望（北利根） 

小学５年生 田山朋希（常総） 堀江汰一（小山） 磯原悠斗（常総） 北島匠悟（常総） 

小学６年生 前島朋和（常総） 木村雄太（常総） 田澤朋弥（ASKA） 森戸龍星（ASKA） 

小学女子１･２年 佐藤美香（栃木北） 土山ひなた（小山城南） 越渡愛依（小山城南） 井上莉緒（ひたちなか）

小学女子３･４年 中野花恋（常総） 木村佳澄（埼玉東） 光安柚葉（常総） 田中 翠（北利根） 

小学女子５･６年 中山明日香（常総） 廣田未央（常総） 五十嵐夏穂（ASKA） 田中 愛（北利根） 

中学１年の部 鈴木翔太（ひたちなか） 内田 颯（北利根） 田山侑希（常総）  

中学２･３年 野沢 功（常総） 岩崎 空（ひたちなか） 原田 巧（埼玉西北）  

高校生の部 立澤克將（佐野） 倉川公一（常総）   

女子の部 遊田里菜（長野） 安達 歩（群馬東） 上野 光（ASKA）  

壮年軽量級 西村郁夫（栃木） 稲見直彦（常総） 上原義弘（常総） 安達竜也（常総） 

壮年重量級 笠原正信（常総） 櫻井正己（常総）   

一般初級軽量 尾上義孝（常総） 青木幸太郎（小山） 五月女和成（栃木）  

一般初級重量 前田武蔵（栃木） 高橋 慧（栃木）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

２００８支部内交流大会 2008 年 2 月 24 日（栃木県武道館） 

組手の部入賞者 

 

クラス 優勝 準優勝 三位（一般は４位） 

幼年の部 大関 潤（ASKA） 細木蒼生（真岡） 田村洸樹（小山城南） 沼尾晶司（宇都宮） 

小学１年生 浅川竜也（雀宮） 川端竜徳（小山城南） 平沢拓巳（宇都宮） 越渡愛依（小山城南）

小学２年生 菱川雄斗（ASKA） 中野楓也（小山） 徳澄侑一郎（宇都宮） 大関 龍（ASKA） 

小学３年生 古内一成（ASKA） 津布久美晴（宇都宮） 沼尾晃司（宇都宮） 酒井崚佑（宇都宮） 

小学４年生 井上昌大（小山城南） 池澤りょう（小山城南） 三浦健太郎（小山城南） 鈴木淳之（ASKA） 

小学５年生 宇梶拓実（ASKA） 森戸龍星（ASKA） 町田浩臣（小山城南） 五十嵐夏穂（ASKA）

小学６年生 玉田友宏（栃木） 長島魁人（ASKA） 長谷川 稜（栃木）  

中学生の部 三井啓一（佐野） 落合遼太郎（佐野） 沼尾陽司（宇都宮）  

高校生の部 高橋 慧（栃木） 増田幸明（文星）   

女子の部 山中琴美（小山） 上野 光（ASKA）   

壮年の部 福田和美（宇都宮） 竹本勝行（宇都宮） 藤山秀樹（小山）  

一般初級 古賀健太郎（文星） 橋本淳史（小山） 海老根雅士（小山） 中川幹夫（宇都宮） 

 

型の部入賞者 

クラス 優勝 準優勝 三位 四位 

幼年型の部 田村洸樹（小山城南） 河田京慧（栃木） 大関 潤（ASKA） 髙木一真（雀宮） 

１年型の部 薄羽慎之介（ASKA） 浅川竜也（雀宮） 池澤らな（小山城南） 小室慶太（真岡） 

２年型の部 古内健太郎（ASKA） 木村まりあ（足北） 菱川雄斗（ASKA） 大関 龍（ASKA） 

３年型の部 津布久美晴（宇都宮） 古内一成（ASKA） 土山与人（小山城南） 吉田尊貴（小山城南） 

高学年初級 木村 華（足北） 森田寛貴（宇都宮） 堀江汰一（小山） 飯泉 匠（栃木） 

高学年上級 山崎瑳恵（小山） 上野 円（ASKA） 玉田友宏（栃木） 三沼大輝（宇都宮） 

一般初級 古賀健太郎（文星） 河田政広（栃木） 田中英敬（足北） 荒木冴斗（文星） 

一般上級 上野 光（ASKA） 竹本勝行（宇都宮） 落合遼太郎（佐野） 川島武泰（足北） 

 

 



 

 

 


