
（　　　）内は郡市連盟名を記入

小学１年生　　形 日髙　璃成 （宇都宮） 中野　蒼都 　 （下野） 山田　啓人 （佐野） 新藤　真人 （宇都宮）

小学２年生　　形 叶内　九十九 （宇都宮） 榊原　旺介 （宇都宮） 相島　　翼 （宇都宮） 大塚　陽弘 （宇都宮） 裙坂　悠人 （宇都宮） 三ツ井　大輝 （宇都宮） 黒崎　慶翔 （宇都宮） 金田　千空 （宇都宮）

小学３年生　　形 篠原　和道 （佐野） 齋藤　　律 （河内） 須能　海吏 （宇都宮） 手塚　遼人 （宇都宮） 鈴木　瑠盛 （宇都宮） 叶内　　一 （宇都宮） 田名網　真翔 （佐野） 上野　鉄太 （宇都宮）

小学４年生　　形 外間　　旬 （下野） 外間　春喜 （下野） 石原　佑真 （宇都宮） 亀卦川　彬 （下野） 山口　耀平 （塩谷） 横塚　琉維 （下野） 阪上　元都 （宇都宮） 平塚　葉月 （宇都宮）

小学５年生　　形 大森　琉生 （下野） 柳　　颯月 （宇都宮） 金田　倖誠 （宇都宮） 村松　大夢 （宇都宮） 大川　陽汰 （那須塩原） 新藤　蒼也 （宇都宮） 長井　優樹 （宇都宮） 裙坂　綾人 （宇都宮）

小学６年生　　形 日髙　櫻大 （宇都宮） 平塚　睦槻 （足利） 鳥澤　佑斗 （宇都宮） 福田　大翔 （宇都宮） 石川　巧人 （宇都宮） 薄井　咲弥 （宇都宮） 川野　海喜 （那須塩原） 石岡　未来 （足利）

小学１年生　　自由組手 大島　優昇 （少年連合） 鈴木悠太 （宇都宮） 横山　竣平 （鹿沼） 角田　陽希 （日光） 荒井　颯太 （那須塩原） 松田　遥喜 （足利） 増田　健芯 （下野） 古賀　七翔 （那須塩原）

小学２年生　　自由組手 高橋　大雅 （佐野） 大森　歩蓮 （下野） 荒井　斗真 （那須烏山） 島田　元気 （少年連合） 清田　　希 （塩谷） 伴　凰太郎 （塩谷） 川津　優斗 （栃木） 寺内　優葵 （宇都宮）

小学３年生　　自由組手 高橋　柊也 （佐野） 五味渕　魁人 （宇都宮） 川田　和希 （宇都宮） 大澤　蔵之介 （下野） 永島　洋輔 （足利） 田上　優翔 （宇都宮） 下地　悠貴 （足利） 大木　裕翔 （塩谷）

小学４年生　　自由組手 根岸　　尊 （佐野） 今永　知克 （下野） 五十嵐　大夢 （少年連合） 古賀　宙仁 （那須塩原） 高橋　優心 （塩谷） 寺澤　聖心 （少年連合） 川田　充希 （佐野） 寺崎　優斗 （宇都宮）

小学５年生　　自由組手 福地　陸翔 （下都賀） 長島　光矢 （下都賀） 髙田　隼都 （宇都宮） 猪瀬　　響 （下都賀） 大田　悠雅 （宇都宮） 倉持　太一 （鹿沼） 村山　晴琉 （那須烏山） 小野崎　陽希 （日光）

小学６年生　　自由組手 初山　龍大 （佐野） 小野　陽也 （少年連合） 風間　雄大 （鹿沼） 君島　潤哉 （那須塩原） 野澤　光輝 （宇都宮） 中西　健太 （那須塩原） 戸澤　珀登 （鹿沼） 谷高　陸斗 （塩谷）

小学１年生　　形 箱守　穂乃華 （下野） 高津戸　亜未 （塩谷） 松﨑　蒼依 （宇都宮） 永嶋　咲希 （宇都宮）

小学２年生　　形 外間　芽生咲 （下野） 池田　風歌 （宇都宮） 早乙女　結良 （足利） 石川　心結 （宇都宮）

小学３年生　　形 松永　美希 （下野） 粕谷　莉央 （宇都宮） 永井　珈有 （塩谷） 大嶋　聖恵菜 （宇都宮） 上野　蒼奈 （宇都宮） 谷田　明優佳 （小山） 石原　朱菜 （宇都宮） 鈴木　陽葵 （宇都宮）

小学４年生　　形 橋本　理央 （下野） 髙橋　　椿 （下野） 佐藤　茜 （宇都宮） 白瀧　　舞 （真岡） 寺野　　葵 （宇都宮） 早乙女　紗良 （足利） 鈴木　那奈 （宇都宮） 瀬尾　彩乃 （宇都宮）

小学５年生　　形 佐藤　希羽 （宇都宮） 須能　夢夏 （宇都宮） 橋本　一華 （宇都宮） 油原　莉桜 （真岡） 池田　こころ （宇都宮） 永井　星空 （足利） 河又　柴乃 （塩谷） 鈴木　麻佑 （宇都宮）

小学６年生　　形 森下　　莉 （足利） 齋藤　真優 （宇都宮） 菅谷　奏音 （那須塩原） 亀卦川　愛 （下野） 三浦　咲希 （下野） 齋藤　花菜 （宇都宮） 髙田　ゆま （宇都宮） 齋藤　小春 （河内）

小学１年生　　自由組手 小林　神楽 （少年連合） 阿部　心々菜 （下野） 猪熊　愛心 （栃木） 神山　莉那 （鹿沼）

小学２年生　　自由組手 市川　京花 （宇都宮） 大輪　咲奈 （那須烏山） 神谷　花実 （宇都宮） 中津川　怜那 （宇都宮）

小学３年生　　自由組手 出利葉　苺香 （宇都宮） 髙田　実来 （宇都宮） 荒井　萌維 （那須烏山） 福田　和香彩 （宇都宮） 永井　姫那 （足利） 伊藤　苺花 （栃木） 塚原　衣千花 （塩谷） 田中　維魅 （河内）

小学４年生　　自由組手 阿久津　優愛 （佐野） 柳澤　希南 （佐野） 川上　心那 （佐野） 亀井　咲希 （足利） 高木　理央 （宇都宮） 小出　華稟 （栃木） 軽部　遥華 （塩谷） 伊澤　和那 （足利）

小学５年生　　自由組手 大輪莉　央奈 （那須烏山） 浦　　　楓 （宇都宮） 染谷　榮理 （下都賀） 高　　由奈 （少年連合） 須永　美優 （少年連合） 風間　愛里 （鹿沼） 梅澤　珠奈 （宇都宮） 関野　陽菜 （佐野）

小学６年生　　自由組手 江俣　　桜 （宇都宮） 八代　樹寧 （下都賀） 相馬　優生 （宇都宮） 五十嵐　未来 （少年連合） 神　　杏奈 （宇都宮） 伊瀬　琴心 （宇都宮） 久我　佑奈 （栃木） 篠原　さくら （宇都宮）
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第37回栃木県空手道少年錬成大会　成績表

平成30年5月4日
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