
第４５回全日本空手道選手権大会 

皇后杯 女子個人組手優勝 植草 歩・内閣総理大臣杯 女子団体組手優勝 

平成２９年度 千葉県空手道連盟優秀選手表彰式開催 

 

 平成３０年２月１２日（月祝）ホテルポートプラザちば において、千葉県空手道連盟より今年

度も主要大会等で千葉県選手の活躍に対し、栄誉を讃える表彰式が開催されました。 

 表彰選手は次のとおりです。 

氏  名 大  会  名 種   目 成績等 

植草 歩 空手１プレミアリーグ ドバイ２０１７ 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  第１４回アジアシニア空手道選手権大会 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  第１４回アジアシニア空手道選手権大会 女子団体組手 ３位 

  ワールドゲームズ ヴロツワフ２０１７ 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  空手１プレミアリーグ ハレ／ライプツィヒ２０１７ 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  空手１シリーズＡ ザルツブルグ２０１７ 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  空手１シリーズＡ 沖縄２０１７ 女子組手＋６８㎏ 優勝 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 女子団体組手 優勝（２連覇） 

  天皇杯・皇后杯    第４５回全日本空手道選手権大会  女子個人組手 優勝（３連覇） 

多田野 綾香 第７回東アジアシニア空手道選手権大会 女子組手－５０㎏ 優勝 

  第１４回アジアシニア空手道選手権大会 女子組手－５０㎏ 優勝 

  第４８回関東空手道選手権大会 
成年女子組手軽量

級 
優勝 

  空手１プレミアリーグ ハレ／ライプツィヒ２０１７ 女子組手－５０㎏ ３位 

  空手１シリーズＡ イスタンブール２０１７ 女子組手－５０㎏ ２位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 女子団体組手 優勝（２連覇） 

  天皇杯・皇后杯    第４５回全日本空手道選手権大会  女子個人組手 ５位 

  空手１プレミアリーグ パリ２０１８ 女子組手－５０㎏ ７位 

  空手１シリーズＡ グワダラハラ２０１８ 女子組手－５０㎏ ３位 

天野 美雅 第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 
成年女子組手軽量

級 
出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 女子団体組手 優勝（２連覇） 

山口 みなみ 第４８回関東空手道選手権大会 
成年女子組手軽量

級 
３位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 女子団体組手 優勝（２連覇） 

 

 

 

 



鈴木 更彩 第４８回関東空手道選手権大会 少年女子組手 ３位 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 少年女子組手 出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

  第７２回国民体育大会関東ブロック大会空手道競技会 女子個人形 ２位 

  第４８回関東空手道選手権大会 成年女子個人形 ３位 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 女子個人形 出場 

  空手１シリーズＡ 沖縄２０１７ 女子個人形 ５位 

橋本 翼 第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 
成年男子組手中量

級 
出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

宮崎 佑介 第４８回関東空手道選手権大会 
成年男子組手中量

級 
優勝 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

  天皇杯・皇后杯    第４５回全日本空手道選手権大会  男子個人組手 出場 

大井 達也 内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

池澤 元太 第４８回関東空手道選手権大会 
成年男子組手軽量

級  
優勝 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 
成年男子組手軽量

級  
出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

鈴木 舜士 内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

渡邉 健太 内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

宮崎 光 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 男子個人組手 出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 少年男子組手 出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

  内閣総理大臣杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子団体組手 ３位 

木村 耀人 第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 
成年男子組手重量

級 
出場 

  第７２回国民体育大会空手道競技会 愛媛つなぐえひめ国体２０１７ 団体組手 ５位 

 

 

 

 

 

 

 



本 一将 第４８回関東空手道選手権大会 成年男子形 優勝 

  空手１プレミアリーグ ハレ／ライプツィヒ２０１７ 男子団体形 ３位 

  空手１シリーズＡ 沖縄２０１７ 男子個人形 ７位 

    男子団体形 ２位 

  天皇杯・皇后杯 第４５回全日本空手道選手権大会 男子個人形 出場 

  空手１シリーズＡ スペイン２０１８ 男子個人形 優勝 

  空手１シリーズＡ グアダラハラ２０１８ 男子個人形 優勝 

清水 音乃 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 女子個人形 ５位 

  第４８回関東空手道選手権大会 少年女子形 ２位 

池田 慈恩 第４８回関東空手道選手権大会 少年男子形 ３位 

清水 拓馬 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 男子個人形 ５位 

高梨 航平 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 男子個人形 出場 

渡辺 大生 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 男子個人組手 出場 

北川 空 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 女子個人形 出場 

寺岡 愛奈 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 女子個人組手 ５位 

鈴木 潮音 第４４回全国高等学校空手道選手権大会 女子個人組手 出場 

石田 澄雄 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子形４部 ２位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 男子形４部 優勝 

西谷 健佑 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子形２部 ３位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 男子形２部 ３位 

小山 孝一 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手５部 ２位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 男子組手５部 ２位 

小池 陽子 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子組手１部 ２位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 女子組手１部 ２位 

斉藤 師保 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子組手４部 ３位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 女子組手４部 ２位 

井上 良江 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子形２部 ３位 

  日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 女子形２部 ５位 

谷川 幸男 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手７部 優勝 

永野 由香 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子組手２部 優勝 

川崎 哲史 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手２部 ２位 

方波見 大 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手１部 ３位 

嶋村 泰広 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手２部 ３位 

小野 勝弥 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手４部 ３位 

 

 

 



十文字佐太吉 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 男子組手５部 ３位 

奥野 麻衣美 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子組手１部 ３位 

来栖 陽子 第７回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 女子組手５部 ３位 

笠原 健資 日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 男子組手４部 ５位 

加瀬 龍志 日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 男子組手３部 ２位 

雑賀 弘美 日本スポーツマスターズ２０１７ 兵庫大会 女子組手９部 ５位 

 

 


