
第1回栃木県空手道選手権大会  2022年6月19日
栃木県真岡市武道場

優勝 準優勝 3位 3位
高松 碧稀

極真埼玉今井道場
豊田 惟颯 船山 颯汰
極真坂本益子 実践空手道峯岸道場

小学1年男女混合 ⻫藤 巧真 橋本 華凛
初級 一狼塾 極真坂本大平

小学1年男女混合 杉浦 湊太
上級 空手道四葉会

諏佐 光紀 髙橋 さや 増子 楽 野中 築
極真坂本大田原 北関東武道空手FCK栃木 極真坂本大田原 極真坂本清原台

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞
中島 那凰 畑 志道 榎⼾ 光 舘野 駿司郎

極真坂本足利 極真坂本益子 極真坂本真岡 極真坂本真岡
小学2年男女混合 小松 廉

中級 世界総極真釘嶋道場
小学2年男女混合 豊田 奈桜

上級 極真坂本益子
小学3年男女混合 横家 翔太 船山 結菜 人見 優空 倉持 和空

初級 一狼塾 実践空手道峯岸道場 極真坂本真岡 一狼塾
小学3年男女混合 鈴木 大雅 鈴木 芹那

中級 世界総極真釘嶋道場 実践空手道峯岸道場
小学3年男女混合 座間 剛毅 逸見 
上級30kg未満 拳蹴武会山口道場 空手道四葉会

小学4年男女（統廃合） ⻫藤 花奈 曽根 悠雅 原 滉樹 豊田 悠聖
初中級 一狼塾 極真埼玉今井道場 北関東武道空手FCK栃木 極真坂本益子

小学4年男子 宮下 輝翔 松本 琉壱 内田 純惺 池田 蒼史
中級 極真坂本益子 極真埼玉今井道場 一狼塾 極真坂本益子

小学4年男子 中島 琉杜
上級34㎏未満 実践空手道峯岸道場
小学4年男子 所 春希
上級34㎏以上 拳蹴武会山口道場
小学5年男子 藤原 和馬 三浦 皇輝 古口 ⻁伯 東 亮佑
初中級 北関東武道空手FCK栃木 北関東武道空手FCK栃木 極真坂本真岡 極真埼玉今井道場

小学5年男子 綾部 勇成 橋本 大和 芥川 海斗 池田 結人
上級38㎏未満 正伝流空手道中村道場 極真安斎道場 極真坂本清原台 極真坂本城⻄⽅南
小学5年男子 可知 来生
上級38㎏以上 空手道四葉会

正伝流空手道中村道場 極真坂本清原台
可知 来生 末松 裕咲
空手道四葉会 空手道四葉会

綾部 勇成 芥川 海斗

所 春希 島田 和輝
拳蹴武会山口道場 極真坂本大平

中島 琉杜 道山 海斗
実践空手道峯岸道場 極真坂本大平

逸見  ⻄場 千惺
空手道四葉会 極真坂本足利

極真坂本益子 極真坂本益子
豊田 奈桜 石川 結愛

空手道四葉会 極真安斎道場

小学2年男女混合初級

杉浦 湊太 橋本 士和

幼児年長男女混合

ワールドカップ出場権獲得者（小学生以上上級 上位2名）

幼児年中男女混合



第1回栃木県空手道選手権大会  2022年6月19日
栃木県真岡市武道場

優勝 準優勝 3位 3位
小学5年女子 柴田 明冴
初中級 極真坂本大田原

小学5年女子（統廃合）

上級38㎏未満以上

小学6年男子 上野 毅大 石川 凱琉
初中級 一狼塾 極真坂本栃木

小学6年男子 加藤 旺介 小森 悠世
上級43㎏未満 極真坂本益子 極真坂本真岡
小学6年男子 寉岡 修汰
上級43㎏以上 極真礼心會
小学6年女子 柴崎 心希
上級43㎏未満 世界総極真釘嶋道場
中学1年男子 吉田 大我
50㎏未満 極真坂本真岡
中学1年男子 林 寿陽 灰野 琳太郎
50㎏以上 極真坂本栃木 極真坂本栃木

中学2・3年生男子 武島 哲平
55㎏未満 極真坂本金町

中学2・3年生男子 細内 大翔
55㎏以上 極真坂本大平

中学1年生女子 柳田 稀音 芥川 優希
47㎏未満 一狼塾 極真坂本清原台

中学1年生女子 鵜澤 帆波
47㎏以上 空手道無限勇進会

中学2・3年生女子 片柳 美咲
52㎏未満以上（統廃合） 極真坂本大平
高校2・3年男子 ⻑濱 祐太
65㎏未満 一狼塾

マスターシニア男子 三田 裕司
（統廃合） 極真坂本邑楽

グランドシニア51歳～ 東 真⺒
極真坂本座間

グランドシニア58歳～ 賀川 則夫
極真坂本真岡

一般男子中級 揚石 祐也
70㎏未満 実践空手道峯岸道場

揚石 祐也 丸山 徳之
実践空手道峯岸道場 極真坂本栃木

賀川 則夫 川島 浩幸
極真坂本真岡 空手道川島道場

東 真⺒ 大澤 篤史
極真坂本座間 空手道川島道場

三田 裕司 谷中 英之
極真坂本邑楽 極真坂本座間

⻑濱 祐太 加古 眞仁
一狼塾 極真坂本金町

人見 ゆうき ー
実践空手道峯岸道場 ー

岡本 愛 ー
北関東武道空手FCK栃木 ー

芥川 優希 小森 絢音
極真坂本清原台 極真坂本真岡

佐瀬 啓人 ー
空手道川島道場 ー

武島 哲平 鈴木 健介
極真坂本金町 極真坂本大平

灰野 琳太郎 髙松 深海
極真坂本栃木 極真坂本真岡

折原 寧紀 関口 蒼空
極真坂本金町 極真坂本大平

柴崎 心希 大原 美羽
世界総極真釘嶋道場 極真坂本大平

極真坂本益子 極真坂本真岡
寉岡 修汰 石塚 快⻘
極真礼心會 極真坂本大平

加藤 旺介 小森 悠世

欠場により不成立 高松 結夏 ー
極真埼玉今井道場 ー

ワールドカップ出場権獲得者（小学生以上上級 上位2名）


