
空 手 道 連 盟
１．平成２６年度事業報告

①平成２６年度役員氏名

（1）会長 庄司 宗令 （2）副会長 寺岡 精一

（3）理事長 高岡 公平 （4）事務局長 日吉 竜滋

（5）市評議員 榊原 一彦 （6）連絡責任者 日吉 竜滋

②平成２６年度活動目標

空手道競技の普及と振興、会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。

③平成２６年度主な活動報告

（1）ジュニア及び一般の強化練習の実施

（2）審判講習会及び指導者講習会の実施

（3）富山市民体育大会及び新春稽古始めの実施

（4）指導者招聘事業の実施

④ その他特記事項

(1)県内・国内等での成績

・平成26年度富山県高校総体（H26.5）
男子個人形 ３位 鍋谷駿之介（高岡第一高校）

・第19回富山県中学校選手権（H26.6）
男子個人組手 ３位 水野 大雅（藤ノ木中）

男子個人形 ３位 原 龍治（呉羽中）

男子団体形 ３位 呉羽中学校

・第67回富山県民体育大会１部・２部（H26.6）
一般男子団体組手 ２位 富山市

成年男子組手中量級 １位 松木 達哉（富山市） ２位 辻田 迅（富山市）

重量級 １位 井川 憂也（富山市） ３位 東 伸治（富山市）

成年女子組手 ２位 古池 真子（富山市） ３位 山方 由季（富山市）

成年女子形 １位 中野 歩（富山市） ３位 栗田 佳美（富山市）

少年男子組手 ３位 鍋谷駿之介（富山市）

・第67回富山県民体育大会３部（H26.7）
中学生１年男子組手 １位 原 龍治（富山市） ３位 中村 圭吾（富山市）

中学生１年生男子形 ２位 原 龍治（富山市）

中学生１年女子組手 １位 山本 明菜（富山市） ３位 保科さくら（富山市）

中学生１年女子形 ２位 児平 奈緒（富山市）

小学１年男子形 １位 高野 永吉（富山市） ２位 大田 和門（富山市）

３位 木村 碧希（富山市）

男子組手 １位 高野 永吉（富山市） ２位 木村 碧希（富山市）

小学１年女子形 １位 松田 莉菜（富山市） ２位 宮林未優奈（富山市）

３位 大田 笑加（富山市）



小学２年男子形 １位 原 光太朗（富山市） ２位 竹内 直也（富山市）

３位 藤井 一貴（富山市）

男子組手 １位 原 光太朗（富山市）

小学２年女子組手 ３位 三守 媛子（富山市）

小学３年男子組手 ３位 宮林 宏綺（富山市）

小学３年女子形 １位 木戸 柚良（富山市）

女子組手 ２位 木戸 柚良（富山市）

小学４年男子形 ２位 鈴木 一生（富山市）

男子組手 １位 山本 脩斗（富山市）

小学４年女子形 ２位 地田 晴菜（富山市）

女子組手 ２位 地田 晴菜（富山市）

小学５年男子形 ３位 鷹取 大翔（富山市）

小学５年男子組手 ２位 東 龍弥（富山市）

小学５年女子形 ２位 荻原 里佳（富山市）

女子組手 ２位 永井千穂子（富山市） ３位 宮林 姫向（富山市）

小学６年男子形 ２位 坂井 亮仁（富山市） ３位 久保 慶透（富山市）

小学６年女子組手 １位 米田野乃花（富山市） ２位 千石 蘭（富山市）

・第12回富山県少年少女選手権（H26.6）
小学１年男子組手 １位 高野 永吉（西田地方小）２位 木村 碧希（光陽小）

男子形 １位 太田 和門（蜷川小） ３位 森 亮輔（桜谷小）

小学１年女子形 １位 筒井 遥（山室中部小）２位 川畠 和（東部小）

小学２年男子組手 １位 原 光太朗（古沢小） ２位 程塚 聖矢（蜷川小）

３位 栗田 大翔（藤ノ木小）

男子形 １位 竹内 直也（蜷川小） ２位 藤井 一貴（熊野小）

３位 関谷 佑樹（堀川南小）

小学２年女子形 １位 筒井 遥（山室中部小）２位 川畠 和（東部小）

小学３年男子組手 ３位 宮林 宏綺（五福小）

男子形 ２位 宇土 心道（熊野小） ３位 竹下新之典（太田小）

小学３年女子組手 ３位 中村 杏（山室小）

女子形 ２位 木戸 柚良（蜷川小）

小学４年男子組手 １位 鈴木 一生（四方小） ２位 山本 脩斗（山室中部小）

小学４年女子組手 １位 松田 彩菜（四方小） ２位 堀江 紗良(山室中部小)

女子形 ２位 高野 仁実（東部小）

小学５年男子組手 １位 山田 悠介（鵜坂小） ３位 東 龍弥（蜷川小）

男子形 ３位 鷹取 大翔（山室中部小）３位 橋本 瞬（堀川南）

小学５年女子組手 １位 永井千穂子（光陽小） ２位 宮林 姫向（五福小）

３位 山田 希映（鵜坂小）

女子形 ２位 荻原 里佳（五福小）

小学６年男子形 １位 坂井 亮仁（古沢小） ３位 清水 心聖（藤ノ木小）

小学６年女子組手 １位 山崎 波 （山室中部小）３位 米田野乃花（山室中部小）

３位 千石 蘭 （山室中部小）



・日本スポーツマスターズ2014（H 26.9）
男子形 ２部 ３位 榊原 一彦（針原支部）

男子形 ３部 ５位 白川 正視（静道会）

女子組手 ３部 準優勝 山崎美奈子（日新館）

・第９回富山県中学校選抜大会（H26.11）
１年男子組手 １位 原 龍治（呉羽中）

男子形 １位 原 龍治（呉羽中）

１年女子組手 ２位 保科さくら（和合中） ３位 筒井 晶（山室中）

(2)次年度の課題

①各種大会での上位入賞

②ジュニア及び一般の競技力向上

③競技人口の拡大

５ 活動写真



２．平成２７年度事業報告

①平成２７年度役員氏名

（1）名誉会長 庄司 宗令 （2）会長 寺岡 精一

（3）理事長 加藤 啓史 （4）事務局長 日吉 竜滋

（5）市評議員 榊原 一彦 （6）連絡責任者 日吉 竜滋

②平成２７年度活動目標

空手道競技の普及と振興、会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。

③平成２７年度主な活動計画

月 日 事 業 名 場 所

４月２９日（火） 第11回市民体育大会兼第33回富山市空手道選手権大会 富山市総合体育館

５月３０日（土） Ｈ２７富山県高校総体空手道競技 上市町総合体育館

６月６日（土） 第６８回県体１部（国体予選会）・２部 第２０回富山県中学校選手権 上市町総合体育館

６月７日（日） 第１３回富山県少年少女空手道選手権大会 上市町総合体育館

７月１１日（土） 県体３部･第１０回北信越小中学生大会予選会 上市町総合体育館

７月18日～19日 第３９回北信越空手道選手権大会・ミニ国体 上市町総合体育館

7月30日～8月2日 第４２回インターハイ 宇陀市総合体育館

８月８日～９日 第１５回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館

８月21日～22日 第２３回全国中学生空手道選手権大会 高松市総合体育館

９月６日（日） 第４４回富山県選手権大会 黒部市体育センター

10月３日～５日 第７０回国民体育大会【空手道競技】 白浜町立総合体育館

１０月１８日（日）第１０回北信越小中学生空手道選手権大会 上越市ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ

１０月２４日（土）第１１回全日本障がい者空手道競技大会 東京武道館

１０月２５日（日）Ｈ２７県高校新人戦（第２５回） 上市町総合体育館

11月６日～８日 指導者招聘事業強化練習会（松久功選手・秋吉克美監督） 富山市2000年体育館

１１月１４日（土）第１０回富山県中学校新人大会 上市町総合体育館

11月20日～22日 Ｈ２７北信越高校新人戦（第２９回） 上越市総合体育館

１月９日（土） 新春空手道稽古始め 富山市市総合体育館

２月25日～27日 第３５回全国高等学校空手道選抜大会 北海きたえーる

３月末 第１０回全国中学生空手道選抜大会 北広島市総合体育館

３月２７日（日） 第３３期市空連定期総会 とやま自遊館

④ その他特記事項


