
 

空 手 道 連 盟 
 

 

１ 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  榊原 一彦 

（５）市評議員 榊原 一彦    （６）連絡責任者 榊原 一彦 

 

２ 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 主な活動 

（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 県内・国内等での成績 

・平成２１年度県高校総体（H２１．６）  

男子個人組手   ３位 孝井 拓海  （不二越工業高校）  

女子個人形    ２位 杉林 瑠美衣  （神通館支部） 

３位 黒田 恵梨香 （富山支部） 

女子個人組手   ３位 黒田 恵梨香 （富山支部） 

 

・第１４回県中学校選手権（H２１．６） 

男子団体形    ３位 速星中学校 

男子団体組手   ３位 速星中学校 

         ３位 山室中学校  

男子個人形    １位 山谷 優太  （水橋中） 

         ３位 竹内 勇貴  （速星中） 

３位 俣本 直也  （芝園中） 

男子個人組手   ３位 林 悠眞   （山室中） 

女子個人組手   １位 安井 愛佳  （南部中） 

３位 久郷 志奈  （奥田中） 

・第６２回県民体育大会（H２１．６） 

一般男子団体組手 ３位 富山市 

 



成年男子形    １位 竹中 拓也  （婦中町） 

         ３位 加藤 匠   （神通館支部） 

組手軽量級 １位 加藤 匠   （神通館支部） 

      ３位 寺窪 健    （日新館） 

組手中量級 １位 東  伸治  （婦中町） 

２位 孝井 祐太  （婦中町） 

３位 山本 広明  （日新館） 

組手重量級 １位 五十嵐 達也 （大山町） 

２位 松田 征俊  （誠道塾） 

３位 吉田 涼   （日新館） 

成年女子形    １位 鍋谷 知子  （婦中町） 

         ２位 竹内 理奈  （婦中町） 

         ３位 山崎 美奈子 （日新館） 

女子組手   １位 山崎 美奈子 （日新館） 

２位 山方 由季  （日新館） 

 尐年女子形  ２位 黒田 恵梨香 （富山支部） 

         ３位 杉林 瑠美衣 （神通館支部） 

   尐年女子組手 ３位 黒田 恵梨香 （富山支部） 

中学生１年男子形 ３位 杉本 聖真  （速星中） 

      組手 １位 青山 公熙  （山室中） 

２位 杉本 聖真  （速星中） 

３位 鍋谷 駿之介 （速星中） 

２・３年男子組手 ２位 林  悠眞  （山室中） 

中学生２・３年女子形 ３位 安井 愛佳  （南部中）    

女子組手 ２位  安井 愛佳  （南部中） 

小学１年男子形 １位 坂井 亮仁  （古沢小） 

２位 石川 理喜  （太田小） 

     ３位 田中 暖空  （針原小） 

男子組手 １位 田中 暖空  （針原小） 

    ２位 池田 隆一郎 （太田小） 

３位 石川 理喜  （太田小） 

小学１年女子形 １位 千石 蘭   （山室中部小） 

３位 山崎 波   （山室中部小） 

女子組手 １位 山崎 波   （山室中部小） 

小学２年男子形 １位 原  龍治  （古沢小） 

小学２年女子形 １位 山内 花菜  （奥田小） 

３位 四間丁 心奏 （光陽小） 



女子組手 ３位 山内 花菜  （奥田小） 

小学３年男子形 １位 山本 航   （呉羽小） 

         ３位 平田 充人  （東部小） 

男子組手 ３位 保科 克海  （四方小） 

小学４年男子形 １位 柴田 準   （芝園小） 

小学４年女子形 １位 脇 陽菜   （五福小） 

２位 山内 菜緒  （奥田小） 

３位 坂井 端基  （古沢小） 

女子組手 ２位 小川 萌   （草島小） 

小学５年男子形 １位 竹腰 寬騎   （桜谷小） 

３位 松井 陽汰  （寒江小） 

小学５年女子形 ２位 松田 明寿菜 （四方小） 

小学６年男子形 ２位 相沢 康介  （光陽小） 

小学６年女子形 ２位 山内 菜摘  （奥田小） 

女子組手 ２位 山内 菜摘  （奥田小） 

・第７回県尐年尐女選手権（H２１．６） 

小学１年男子形 １位 坂井 亮仁  （古沢小） 

         ３位 田辺 脩太  （山室中部小） 

男子組手 １位 石川 理喜  （太田小） 

小学１年女子形 １位 千石 蘭   （山室中部小） 

    女子組手 ２位 山崎 波   （山室中部小） 

小学２年男子形 １位 原  龍治  （古沢小） 

         ２位 堀江 航生  （山室中部小） 

         ３位 児島 一真  （山室小） 

小学２年女子形 １位 四間丁 心奏 （光陽小） 

女子組手 ３位 山内 花菜  （奥田小） 

         ３位 山本 明奈  （山室中部小） 

小学３年男子形 １位 山本 航   （呉羽小） 

         ２位 福田 兼大  （熊野小） 

    男子組手 ２位 森本 亮   （藤ノ木小） 

         ３位 保科 克海  （四方小） 

３位 相沢 和    （光陽小） 

小学３年女子形 ３位 村下 亜弥  （堀川南小） 

小学４年男子形 ３位 柴田 準   （芝園小） 

男子組手 １位 宮野 椋太  （倉垣小） 

小学４年女子形 １位 脇 陽菜   （五福小） 

         ３位 坂井 端基  （古沢小） 



女子組手 １位 山内 菜緒  （奥田小） 

小学５年男子形 １位 竹腰 寬騎   （桜谷小） 

         ３位 飯野 翔大  （岩瀬小） 

男子組手 ３位 村瀬 柊人  （古沢小） 

小学５年女子形 ３位 千石 由   （山室中部小） 

女子組手 １位 松田 明寿菜 （四方小） 

小学６年男子形 ２位 津田 朋輝   （光陽小） 

         ３位 助野 亮太  （西田地方小） 

    男子組手 １位 川原 水葵  （四方小） 

  小学６年女子組手 ２位 山内 菜摘  （奥田小）  

 

・第３３回北信越選手権大会（H２１．７） 

成年男子形 ３位 竹中 拓也  （婦中町） 

組手軽量級 ３位 加藤 匠   （神通館支部） 

 

・第２９回國際松濤館全国大会（H２１．８） 

小学３年男子形 ２位 山本 歩   （富山支部） 

小学４年男子形 ２位 村瀬 柊人  （富山支部） 

小学４年男子組手 ３位 松井 陽汰   （富山支部） 

３位 竹腰 寬騎   （富山支部） 

小学５年女子組手 ３位 山内 菜摘  （富山支部） 

中学生男子形  １位 屋木 悠佑   （富山支部） 

         ２位 黒田 遼   （富山支部） 

         ３位 大割 敬文  （富山支部） 

ﾏｽﾀｰｽﾞ形 ５０~５９歳 ２位 榊原 一彦  （針原支部） 

ﾏｽﾀｰｽﾞ組手５０~５９歳１位 山田 幸一  （富山支部） 

・日本スポーツマスターズ 2009（H２１．９） 

男子個人形 ２部 ５位 榊原 一彦   （針原支部） 

男子組手  ４部 ５位 高岡 公平  （四方教室） 

女子組手  ２部 ５位 山崎 美奈子 （日新館） 

 

５ その他の特記事項 

 

６ 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 


