
No. 郡市連 道場名 選手名 競技名 競技名 種別 No. 郡市連 道場名 選手名 競技名 競技名 種別
1 ⾜利市 ⻘空塾 吉澤 良⼀ 成年男⼦組手 中量 48 高体連 ⾜利南高 太田 明日香 少年⼥⼦形
2 ⾜利市 ⻘空塾 和田 玲⽣ 成年男⼦組手 軽量 49 高体連 ⾜利南高 太田 沙也香 少年⼥⼦形
3 宇都宮市 ⼀友会宇都宮 井納 弘人 成年男⼦組手 重量 50 高体連 ⾜利⼤学附属高 笹沼 幸将 少年男⼦形 少年男⼦組手
4 宇都宮市 ⼀友会宇都宮 小倉 弘⼤ 成年男⼦組手 中量 51 高体連 ⾜利⼤学附属高 ⾦⼦ 愛⽣ 少年⼥⼦形
5 宇都宮市 ⼀友会宇都宮 椛山 智貴 成年男⼦組手 重量 52 高体連 ⾜利⼤学附属高 武藤 舞香 少年⼥⼦形
6 宇都宮市 ⻤怒北空手クラブ ⻲卦川 翔太 少年男⼦形 53 高体連 ⾜利⼤学附属高 ⻘⽊ 龍星 少年男⼦組手
7 宇都宮市 清原空手道スポーツクラブ 佐合 尚人 成年男⼦組手 軽量 54 高体連 宇短⼤附属高 植田 颯真 少年男⼦形
8 宇都宮市 清原空手道スポーツクラブ 秋澤 沙裕実 成年⼥⼦形 55 高体連 宇短⼤附属高 須能 藍叶 少年男⼦形
9 宇都宮市 公道館 ⿊崎 誠 成年男⼦形 56 高体連 宇短⼤附属高 髙橋 楓 少年男⼦形

10 宇都宮市 公道館 ⽊野内 翔 少年男⼦組手 57 高体連 宇短⼤附属高 古谷 洸晟 少年男⼦形
11 宇都宮市 志道会 佐藤 友也 成年男⼦組手 軽量 58 高体連 宇都宮商業高 岩﨑 悠人 少年男⼦形
12 宇都宮市 昇栄館 菊地 洸介 成年男⼦組手 中量 59 高体連 宇都宮商業高 高橋 尚瑛 少年男⼦形
13 宇都宮市 昇栄館 酒井 ⾠樹 成年男⼦組手 軽量 60 高体連 宇都宮商業高 篠﨑 勝 少年男⼦形 少年男⼦組手
14 宇都宮市 昇栄館 古川 智彦 成年男⼦組手 重量 61 高体連 宇都宮商業高 瀧澤 桃 少年⼥⼦形
15 宇都宮市 姿川空手 脇坂 隼 成年男⼦組手 重量 62 高体連 宇都宮商業高 五⼗嵐 來 少年男⼦組手
16 宇都宮市 ⻘雲館 髙橋 かなえ 少年⼥⼦形 63 高体連 宇都宮商業高 五⼗嵐 輝 少年男⼦組手
17 宇都宮市 誠道館 宇梶 玖美 少年⼥⼦形 64 高体連 宇都宮商業高 ⼾谷 翼 少年男⼦組手
18 小山市 糸東会小山支部 福永 来良 少年男⼦組手 65 高体連 宇都宮商業高 菅谷 至旺 少年男⼦組手
19 ⿅沼市 日本空手道華拓会 石川 祐樹 成年男⼦組手 中量 66 高体連 宇都宮商業高 鷹箸 渉 少年男⼦組手
20 ⿅沼市 日本空手道華拓会 眞鍋 匠 少年男⼦形 67 高体連 宇都宮商業高 橋本 結衣 少年⼥⼦組手
21 佐野市 正友会 高橋 和輝 成年男⼦組手 軽量 68 高体連 宇都宮商業高 星野 萌 少年⼥⼦組手
22 佐野市 正友会 高橋 昂輝 成年男⼦組手 中量 69 高体連 宇都宮商業高 前澤 ののか 少年⼥⼦組手
23 佐野市 正友会 澤江 優月 成年⼥⼦組手 +55 70 高体連 宇都宮商業高 鈴⽊ ⾥奈 少年⼥⼦組手
24 佐野市 正友会 川上 想太 少年男⼦組手 71 高体連 作新学院高 野田 陽平 少年男⼦組手
25 佐野市 正友会 初山 龍空 少年男⼦組手 72 高体連 作新学院高 齋藤 蒼太 少年男⼦組手
26 下野市 剛誠連合会 秋山 陽輝 成年男⼦形 73 高体連 作新学院高（⼥⼦） 佐藤 幸 少年⼥⼦形
27 栃⽊市 光柔館 高久 昂⼤ 成年男⼦組手 軽量 74 高体連 作新学院高（⼥⼦） 田﨑 英理 少年⼥⼦形
28 栃⽊市 光柔館 田谷 峻平 成年男⼦組手 重量 75 高体連 作新学院高（⼥⼦） 出利葉 美月 少年⼥⼦形
29 栃⽊市 日本空手協会栃⽊支部 鈴⽊ 陽太 少年男⼦形 76 高体連 作新学院高（⼥⼦） 小野崎 陽菜 少年⼥⼦組手
30 那須烏山市 白堊会 ⽣魚 瑠那 成年⼥⼦組手 -55 77 高体連 作新学院高（⼥⼦） 眞鍋 さくら 少年⼥⼦組手
31 那須塩原市 拳士会 久保田 凪 成年⼥⼦形 78 高体連 作新学院高（⼥⼦） 檜山 苺 少年⼥⼦組手
32 那須塩原市 拳士会 小林 跡武 成年男⼦組手 中量 79 高体連 作新学院高（⼥⼦） 篠原 琉杏 少年⼥⼦組手
33 那須塩原市 拳士会 後藤 夏菜 少年⼥⼦形 80 高体連 栃⽊工業高 村上 稀亮 少年男⼦組手
34 那須塩原市 拳士会 後藤 柊 少年男⼦組手 81 高体連 栃⽊工業高 田谷 漱汰 少年男⼦組手
35 真岡市 日本空手協会真岡支部 白瀧 悠 少年男⼦形 1 高体連 宇短⼤附属高等学校 植田 颯真 団体男⼦形
36 河内郡 上三川空手道教室 中嶋 崇了 成年男⼦形 須能 藍叶
37 河内郡 上三川空手道教室 阿久津 龍司 成年男⼦組手 中量 古谷 洸晟
38 塩谷郡 日本空手協会高根沢支部 篠原 慶太朗 少年男⼦形 1 高体連 宇都宮商業高校 鈴⽊ ⾥奈 団体⼥⼦形
39 塩谷郡 日本空手協会高根沢支部 篠原 ひなの 少年⼥⼦形 瀧澤 桃
40 下都賀郡 俊和義塾栃⽊ 成田 耕⼀ 成年男⼦組手 軽量 石川 未来月
41 芳賀郡 修道館市貝支部 ⼤塚 優咲 成年男⼦形 2 高体連 作新学院高校⼥⼦空手道部 佐藤 幸 団体⼥⼦形
42 少年団連合 ⼀期倶楽部 矢菅 海斗 成年男⼦組手 軽量 田﨑 英理
43 少年団連合 ⼀期倶楽部 根岸 航太郎 少年男⼦組手 眞鍋 さくら
44 少年団連合 ⼗色会 ⼤橋 ラム 成年⼥⼦組手 -55 檜山 苺
45 少年団連合 ⼗色会 ⼤橋 ⼤憧 少年男⼦組手 小野崎 陽菜
46 少年団連合 明桜会 風間 明彦 成年男⼦組手 中量
47 少年団連合 南那須空手道スポーツ少年団 ⽚岡 利光 成年男⼦組手 重量
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