
空 手 道 連 盟
①平成２８年度事業報告

ア 平成２８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

イ 平成２８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。

ウ 平成２８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

エ その他特記事項

(1)県内・国内等での成績

・平成28年度富山県高校総体（H28.5）
男子団体組手 ３位 不二越工業高等学校

男子団体形 ２位 不二越工業高等学校

男子個人組手 １位 前田 翔平（不二越工業高等学校）

男子個人組手 ３位 寺窪 竜 （高岡第一高等学校）

男子個人形 ３位 尾島 翔大（不二越工業高等学校）

女子個人組手 ３位 松田 明寿菜（呉羽高等学校）

・第21回富山県中学校選手権（H28.6）
男子個人組手 ２位 原 龍治（呉羽中）

女子個人組手 ２位 山本 明奈（山室中）

女子個人組手 ３位 髙木 智央（射北中）

男子個人形 １位 原 龍治（呉羽中）

男子個人形 ３位 松原 優作（堀川中）

女子個人形 ３位 永井 千穂子（富山南部中）

男子団体組手 ３位 山室中学校

女子団体組手 １位 山室中学校

女子団体組手 ２位 和合中学校

男子団体形 ２位 堀川中学校

女子団体形 ２位 山室中学校

・第69回富山県民体育大会１部・２部（H28.6）
一般男子団体組手 ２位 富山市



成年男子組手中量級 ２位 保科 拓海（富山市）

重量級 ２位 辻田 迅（富山市） ３位 高浦 恭平（富山市）

３位 五十嵐達也（富山市）

成年女子組手 ３位 清水 憩（富山市）

成年女子形 １位 杉林留美衣（富山市） ３位 清水 憩（富山市）

少年男子組手 １位 水野 大雅（富山市） ３位 宮野 椋太（富山市）

少年男子形 ２位 尾島 翔大（富山市）

少年女子組手 １位 内生蔵 菊（富山市） ２位 柳 愛永（富山市）

・第14回富山県少年少女選手権（H28.6）
小学１年男子組手 １位 新井 透也（老田小） ３位 浅野 烈（神明小）

小学１年男子形 １位 大黒 皓生（東部小） ２位 久保 優月（新庄北小）

小学１年女子形 ２位 金 智藝（東部小）

小学２年男子組手 ３位 中 朝（熊野小） ３位 西野創大朗（山室中部小）

小学２年男子形 ３位 寺本 剛（西田地方小）３位 湯尾 太洋（堀川南小）

小学２年女子組手 ２位 福田 結唯（倉垣小） ３位 手崎 未悠（倉垣小）

小学３年男子組手 １位 高野 永吉（西田地方小）２位 浅野 礼（神明小）

３位 西川 怜（鵜坂小）

小学３年男子形 ２位 大田 和門（蜷川小） ３位 大高 永遠（山室中部小）

小学３年女子組手 １位 大田 笑加（蜷川小） ２位 松田 莉菜（四方小）

３位 宮林未優奈（五福小）

小学３年女子形 １位 五十嵐千緖（鵜坂小）

小学４年男子組手 １位 原 光太朗（古沢小） ２位 山際 敬士（鵜坂小）

３位 堂本 大然（鵜坂小）

小学４年男子形 ２位 竹内 直也（蜷川小） ３位 藤岡 綜太（堀川南小）

小学４年女子組手 ２位 髙木 麻央（東明小） ３位 三守 媛子（山室小）

小学４年女子形 ２位 川畠 和（東部小） ３位 筒井 遥（山室中部小）

小学５年男子組手 ２位 廣野 奈樹（鵜坂小）

小学５年男子形 １位 宇土 心道（熊野小） ３位  竹下新之典（太田小）

小学５年女子組手 ２位 木戸 柚良（蜷川小） ３位 永原 夢（大田小）

小学５年女子形 １位 城岡菜津海（鵜坂小）

小学６年男子組手 １位 鈴木 一生（四方小） ３位 山本 脩斗（山室中部小）

小学６年女子組手 １位 地田 晴菜（鵜坂小） ２位 五十嵐果緒（鵜坂小）

小学６年女子形 １位 初田 瑞姫（芝園小）

・第68回富山県民体育大会３部（H28.7）
小学１年男子形 １位 大黒 皓生（富山市） ２位 久保 優月（富山市）

小学１年男子組手 １位 新井 透也（富山市） ２位 久保 優月（富山市）

３位 大黒 皓生（富山市）

小学１年女子形 ２位 松木日和梨（富山市）

小学１年女子組手 １位 橋本あいか（富山市）



小学２年男子形 １位 中 朝 （富山市） ２位 寺本 剛（富山市）

小学２年男子組手 ３位 三守 敢士（富山市）

小学２年女子形 ２位 菅原 瑞希（富山市）

小学２年女子組手 ２位 福田 結唯（富山市） ３位 手崎 未悠（富山市）

小学３年男子形 １位 高野 永吉（富山市） ２位 木村 碧希（富山市）

３位 大田 和門（富山市）

小学３年男子組手 １位 大田 和門（富山市） ２位 高野 永吉（富山市）

３位 木村 碧希（富山市）

小学３年女子形 ２位 五十嵐千緒（富山市） ３位 宮林未優奈（富山市）

小学３年女子組手 １位 大田 笑加（富山市） ２位 松田 莉菜（富山市）

３位 宮林未優奈（富山市）

小学４年男子形 ２位 山際 敬士（富山市） ３位 原 光太朗（富山市）

小学４年男子組手 １位 原 光太朗（富山市） ２位 山際 敬士（富山市）

３位 橋場 十佑（富山市）

小学４年女子形 ３位 川畠 和（富山市）

小学４年女子組手 ２位 三守 媛子（富山市）

小学５年男子形 ２位 宇土 心道（富山市）

小学５年男子組手 １位 廣野 奈樹（富山市）

小学５年女子形 ２位 木戸 柚良（富山市）

小学５年女子組手 ２位 木戸 柚良（富山市） ３位 松木 由愛（富山市）

小学６年男子組手 １位 鈴木 一生（富山市） ３位 山本 脩斗（富山市）

小学６年女子形 ２位 初田 瑞姫（富山市）

小学６年女子組手 １位 地田 晴菜（富山市）

中学生１年男子組手 ２位 東 龍弥（富山市） ３位 山田 悠介（富山市）

中学生2･3年生男子形 １位 原 龍治（富山市） ３位 松原 優作（富山市）

中学生2･3年生男子組手 １位 原 龍治（富山市）

中学生１年女子形 ２位 萩原 里佳（富山市） ３位 永井千穂子（富山市）

中学生１年女子組手 １位 宮林 姫向（富山市） ２位 永井千穂子（富山市）

３位 髙木 智央（富山市）

中学生2･3年女子形 ３位 四間丁心奏（富山市）

中学生2･3年女子組手 １位 山本 明奈（富山市） ２位 児玉 奈緒（富山市）

・第16回全日本少年少女空手道選手権大会（H 28.8）
小学３年女子組手 ５位 大田 笑加（蜷川小）

・日本スポーツマスターズ2016（H 28.9）
女子組手 ３部 １位 山崎美奈子（日新館）

・第11回北信越小中学生空手道大会（H28.10）
小学１年男子組手 １位 新井 透也（富山市） ２位 大黒 皓生（富山市）

小学３年女子組手 １位 大田 笑加（富山市） ２位 松田 莉菜（富山市）



小学６年男子組手 １位 山本 脩斗（富山市）

小学６年女子形 ３位 初田 瑞姫（富山市）

・第11回富山県中学校選抜大会（H28.11）
１年男子組手 ２位 井上 颯太（興南中） ３位 山田 悠介（速星中）

１年女子形 ２位 永井千穂子（富山南部中）３位 萩原 里佳（富山西部）

１年女子組手 ２年 髙木 智央（射北中） ３位 山田 希映（速星中）

２年男子形 １位 久保 慶透（堀川中） ２位 谷口 魁（速星中）

３位 松木 良樹（富山北部中）

２年男子組手 ３位 谷口 魁（速星中）

２年女子組手 １位 山崎 波（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

オ 活動写真



② 平成２９年度事業計画

ア 平成２９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 五十嵐 剛

（5）市評議員 日吉 竜滋 （6）連絡責任者 五十嵐 剛

イ 平成２９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。

ウ 平成２９年度主な活動計画

月 日 事 業 名 場 所

４月３０日（祝） 第１3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２７日（土） Ｈ２９富山県高校総体空手道競技 上市町総合体育館

６月３日（土） 第70回県体１部（国体予選会）・２部 第２2回富山県中学校選手権 上市町総合体育館

６月４日（日） 第１５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８日（土） 県体３部･第１２回北信越小中学生大会予選会 上市町総合体育館

７月21日～22日 第４１回北信越空手道選手権大会・ミニ国体 敦賀市総合体育館

7月28日～7月31日 第４４回インターハイ 猪苗代町総合体育館

８月５日～６日 第１７回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館

８月18日～20日 第２５回全国中学生空手道選手権大会 甲府市スポーツ公園

９月３日（日） 第４５回富山県選手権大会 上市町総合体育館

９月３０日（日） 第１３回全日本障がい者空手道競技大会 東京武道館

10月７日～９日 第７２回国民体育大会【空手道競技】 伊予三島運動公園

１０月１５日（日）第１２回北信越小中学生空手道選手権大会 加賀市スポーツ公園

１０月２１日（土）Ｈ２９県高校新人戦（第２７回） 上市町総合体育館

１１月１１日（土）第１２回富山県中学校選抜大会 上市町総合体育館

11月18日～19日 Ｈ２９北信越高校新人戦（第３１回） 上市町総合体育館

１月７日（日） 新春空手道稽古始め 富山市市総合体育館

３月25日~27日 第３７回全国高等学校空手道選抜大会 高松総合体育館

３月末 第１２回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県立武道館

３月２５日（日） 第３５期市空連定期総会 とやま自遊館

エ その他の特記事項


