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やなぎ しづく おおもり るい おおつか まさひろ ながしま ひろと すずき こうた むらまつ ひろむ おざわ きょうすけ

ひだか おうた かわの かいき とりさわ ゆうと やがみ せいりゅう うすい さくや たにだ あきと むろのい だいき ふくだ ひろと

うえだ そうま たかはし かえで くりき ゆうび すのう あいと やざわ ともひさ いしおか なおき すずき いちえ いけだ かい

ふにゅう かんたろう しばやま かざき つるみ しゅうへい はしもと しゅん うめざわ しりゅう なかやま たくみ いわさき ゆうと

さとう とわ はしもと いちか すのう ゆな もりや さわか かわまた しの さそう ゆい かざま あいり ちょう いまり

みうら さき すがや かのん さいとう こはる きけがわ あい そえた るか ないとう さき たかだ ゆま おざわ まどか

くろいわ いちか いでりは みづき やまぐち ももか あみ あずさ うすい まう きくち ひな うえの ゆりか てづか まゆ

さとう ゆき あらかわ かんな いしかわ まゆ みやざき ことこ つるみ ゆかり あみ かおる かるべ ちひろ かわまた みう

いのせ ひびき ふくち りくと ながしま こうや みその としや たど りくと たかだ はやと むらやま はる てつか たいち

はつやま りゅうだい かざま ゆうだい かみやま だいじゅ いそ しんのすけ つのだ りゅうき うえき みさき さいとう りょうた やたか りくと

かわかみ そうた はつがい しゅうた さとう りょうた おがわ みちひろ いがらし らい たかだ ゆうと おおはし はると そうま はやと

おおはし だいしょう すがや しおん いしかわ せな さいとう そうた おおしま いのり おの がくと たむら せいや かさい りゅうき

よしざわ たくみ こばやし あとむ おおすぎ ゆうき すずき こうすけ おの ひびき きのうち しょう てつか りくと こばやし いづき

おおわ れおな うら かえで うめざわ しゅな ひらやま りさ せきの ひな まつもと かの しのはら めい

えまた さくら そうま ゆうき わたなべ みさき ささぬま りな みもり あんず さとう まや いがらし みらい

すずき はのん おおわし まい すずき りな すずき あいな ながしま ねね えびはら かのん いのせ みなみ すずき なつみ

おの めぐみ おのざき ひな こずか ともか ひやま いちご

おおはし らむ えまた みやび いそ あんじゅ なかじま ちひろ いとう みずき いけがみ ゆうの しばた あやね すずき あすみ

（岡本空手道）

第１３回　栃木県スポーツ少年団空手道交流大会　結果一覧

（真岡空手道） （かわち空手道） （岡本空手道）

（心和塾） （昇栄館空手）

（鹿沼市空手道） （白堊会空手道） （白堊会空手道）

（佐野空手道） （姿川空手） （氏家空手道）

（佐野空手道） （公道館明保） （矢板市空手道） （姿川空手）

（細谷空手道） （氏家空手道） （氏家空手道）

（拳武会戸祭） （祇園空手） （公道会明保野） （かわち空手道）

（氏家空手道）

（鹿沼市空手道） （祇園空手） （白堊会空手道） （心和塾）

（石橋空手）

（西空手道） （国本空手道） （一友会小山空手） （上戸祭空手道）

（氏家空手道） （一友会空手） （佐野空手道） （佐野空手道）

（清原空手道）

（氏家空手道） （若草空手道） （氏家空手道） （氏家空手道）

ベスト８ ベスト８ ベスト８

（石橋空手） （清原空手道） （石橋空手）

（佐野空手道） （野木町空手道） （松空塾日光） （拳誠会）

ベスト８

（清原空手道）

（上戸祭空手道）

（清原空手道）

（石橋空手道）

（松空塾日光）

（氏家空手道）

（佐野空手道）

（かわち空手道）

（千修館空手道）

（松空塾日光） （公道館明保） （公道館明保）

準優勝 第３位 第３位

（一友会空手） （姿川空手）（祇園空手）

（下野空手道）

中学生女子形

小学４年女子形

小学５年女子形

小学６年女子形

（那須塩原）

（一友会空手）

（石橋空手）

（西空手道）

（清原空手道） （清原空手道）

（姿川空手）

（祇園空手）

髙橋　楓

佐藤 希羽 橋本 一華

小学４年女子組手

小学５年女子組手

小学６年女子組手

中学2・3年女子組手

中学１年女子組手

小学４年男子組手

小学５年男子組手

小学６年男子組手

中学１年男子組手

中学2・3年男子組手

優勝

小学４年男子形

小学５年男子形

小学６年男子形

中学生男子形

（清原空手道）

（清原空手道）

（清原空手道）

（清原空手道）

柳　颯月

植田　颯真

鈴木　虹太 村松　大夢 小澤　京将

日髙　櫻大 川野　海喜 鳥澤　佑斗 矢上　成龍 薄井　咲弥 谷田　明輝人 室野井　大貴 福田　大翔
（清原空手道）

大森　琉生 大塚　雅弘 永嶋 啓人

（一友会小山空手） （細谷空手道）

矢澤　朋久 石岡　直樹 鈴木　一逢 池田　翔勇

舩生　勘太郎 柴山　風輝 鶴見　周平 梅澤　史龍 中山　拓巳 岩崎　悠人
（石橋空手道） （清原空手道） （清原空手道）（清原空手道）

橋本　駿

（かわち空手道） （清原空手道）
栗城　悠弥 須能　藍叶

河又 紫乃 佐宗 優衣 風間 愛理 長 未莉

三浦 咲希 菅谷 奏音 齋藤 小春 亀卦川 愛 添田 留加 内藤 咲希 髙田 ゆま 小澤 茉芽

（清原空手道） （清原空手道）

（下野空手道）（元気空手道ｸﾗﾌﾞ）

須能 夢夏 森谷 咲和花
（清原空手道）

（祇園空手） （清原空手道）

臼井  茉海 菊地 妃夏 上野 有里佳 手塚 万結

佐藤 幸 荒川 栞奈 石川 真由 宮崎 琴子 鶴見 由加里 阿美 馨 軽部 智尋 河又 未羽

（かわち空手道） （矢板市空手道）
山口 萌々佳 阿美 梓

（清原空手道） （清原空手道） （矢板市空手道） （氏家空手道）

黒岩 苺花 出利葉 美月
（清原空手道） （一友会空手）

猪瀬　響 福地　陸翔 長島　光矢 御園　章矢 田戸 陸翔 髙田　隼都 村山　晴琉 手塚　大智

初山 龍大 風間 雄大 神山 大珠 磯 伸乃丞 角田 龍希 植木 美冴輝 齋藤 涼太 谷高 陸斗

（野木町空手道） （野木町空手道） （野木町空手道） （野木町空手道）

（佐野空手道） （佐野空手道） （佐野空手道） （拳武会戸祭）

川上　想太 初谷　柊太 佐藤　了泰 小川　裕大 五十嵐　來 髙田　雄飛 大橋　陽斗 相馬　颯斗

大橋　大憧 菅谷　至旺 石川　聖成 齋藤　蒼太 大嶋　祈吏 小野　楽翔 田村　青也 葛西　隆貴
（氏家空手道）

（佐野空手道） （松空塾日光）（佐野空手道）

吉澤　匠 小林　跡武 大杉　優樹 鈴木　孝佑 小野　響聖 木野内　翔 手塚　陸大 小林　伍騎

大輪　莉央奈 浦　楓 梅澤　珠奈 平山　里咲 関野　陽菜 松本　佳能 篠原　めい

（公道館明保） （西空手道） （公道館明保） （公道館明保）

（矢板市空手道）（白堊会空手道） （一友会空手） （上戸祭空手道）

鈴木　菜摘

（真武館空手道） （かわち空手道） （姿川空手） （喜連川空手道）

（一友会空手） （佐野空手道） （氏家空手道） （心和塾）

大橋　ラム 江俣　雅 磯　杏寿 中島　千尋 伊藤　海月 池上　悠乃 柴田　彩寧 鈴木　杏純
（松空塾日光） （真武館空手道） （拳武会戸祭） （拳武会戸祭） （佐野空手道） （佐野空手道） （公道館明保）

小野　愛 小野崎　陽菜 狐塚　智加 檜山　苺

江俣　桜 相馬　優生 渡辺　海咲 笹沼　里菜 三森　杏 佐藤　舞弥 五十嵐　未来

鈴木　花望 大鷲　真依 鈴木　里菜 鈴木　愛渚 永嶋　寧々 海老原　花音 猪瀬　南海


