
渋川高校空手道部 年度別成績
　　　（昭和４４年～昭和６３年）

昭和４４年度 　　　―＜１９６９年４月１日～１９７０年３月３１日＞―

６月１５日（日）  第６回群馬県高等学校空手道選手権大会（個人戦）

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　準優勝―湯浅仁至

１１月２３日（日）  第７回群馬県高等学校空手道選手権大会（団体戦）

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校（湯浅仁至・水沢寛治・佐藤正太郎・須田伸一郎・関　喜八）

昭和４５年度 　　　―＜１９７０年４月１日～１９７１年３月３１日＞―

５月１７日（日）  第８回群馬県高等学校空手道選手権大会

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　準優勝―須田伸一郎

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

　◇団体戦組手の部

　　　準優勝―渋川高校

11月22日（日）  第９回群馬県高等学校空手道選手権大会（個人戦）

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第三位―大島正史

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―大沢直次　　　第八位―小野博之

昭和４６年度 　　　―＜１９７１年４月１日～１９７２年３月３１日＞―

５月１６日（日）  第１０回群馬県高等学校空手道選手権大会（団体戦）

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

※昭和４２年４月１日、渋川高校が群馬県高等学校空手道連盟に加盟する（県内１０校目）

＜年度別成績―１＞



昭和４７年度 　　　―＜１９７２年４月１日～１９７３年３月３１日＞―

　５月　　日（　）  第７回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会

　於．

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校

９月２４日（日）  昭和４７年度群馬県高等学校空手道選手権大会

　於．太田市立商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―間庭高使　　　第四位―平沢　收

　◇個人戦形の部

　　　第六位―石塚羊次郎　　　第八位―一倉　保

　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校

１１月１９日（日）  昭和４７年度群馬県高等学校空手道新人戦

　於．高崎工業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第四位―萩原恒雄

昭和４８年度 　　　―＜１９７３年４月１日～１９７４年３月３１日＞―

５月１９日（土）  第８回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

　～２０日（日） 　於．前橋高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―入内島一昭

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―石塚羊次郎　　　第四位―丸山　隆

６月 ９ 日（土）  第２回関東高等学校空手道選手権大会

　～１０日（日） 　於．高崎市体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第五位―入内島一昭・間庭高使

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―石塚羊次郎　　　第六位―丸山　隆

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校
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９月１６日（日）  昭和４８年度群馬県高等学校空手道選手権大会（個人戦）

　於．高崎市体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　準優勝―萩原恒雄

１１月１８日（日）  昭和４８年度群馬県高等学校空手道新人戦

　於．高崎工業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―萩原恒雄

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―星名建市　　　第三位―永井　博

昭和４９年度 　　　―＜１９７４年４月１日～１９７５年３月３１日＞―

５月１７日（金）  第９回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１９日（日） 　於．桐生工業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第三位

　◇個人戦組手の部

　　　準優勝―永井　博　　　第三位―萩原恒雄

　◇個人戦形の部

　　　準優勝―永井　博　　　第四位―星名建市

　◇団体戦組手の部

　　　第三位―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校

６月 ８ 日（土）  第３回関東高等学校空手道選手権大会

～９ 日（日） 　於．千葉県銚子市体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―星名建市　　　準優勝―永井　博

　◇個人戦組手の部

　　　第三位―萩原恒雄

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

６月２３日（日）  第１回全国高等学校空手道選手権大会群馬県予選

　於．佐波農業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―星名建市　　　　　準優勝―永井　博　　　
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　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

８月 ３ 日（土）  第１回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～ ４ 日（日） 　於.東京都世田谷区「駒沢屋内球技場」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　準優勝―星名建市　　　第五位―永井　博

　◇団体戦組手の部

　　　第三位―渋川高校　　　

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校

９月１５日（日）  昭和４９年度群馬県高等学校空手道選手権大会（個人戦）

　於．渋川高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第三位―小池則義　　　　第五位―中西道夫

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　　　第三位―富永　誠　　　

１１月１７日（日）  昭和４９年度群馬県高等学校空手道新人戦

　於．伊勢崎東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第五位―清水　正

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　第三位―富永　誠

昭和５０年度 　　　―＜１９７５年４月１日～１９７６年３月３１日＞―

５月１6日（金）  第１０回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１8日（日） 　於．佐波農業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第三位

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―清水　正　　　

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　第三位―富永　誠

　◇団体戦組手の部

　　　第三位―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校

＜年度別成績―４＞



６月 ７ 日（土）  第４回関東高等学校空手道選手権大会

 ～８ 日（日） 　於．茨城県水戸市「県立スポーツセンター」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部　　　　　　

　　　優　勝―清水　正　　　　　　

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰

　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校

６月２１日（土）  昭和５０年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２２日（日） 　於．東京農業大学第二高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―清水　正　　　

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　第五位―富永　誠

　◇団体戦組手の部

　　　第三位―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

８月２１日（木）  第２回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～ ２３ 日（土） 　於．国立代々木競技場第二体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

１１月１６日（日）  昭和５０年度群馬県高等学校空手道新人戦

　於．太田商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―木暮哲雄

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　準優勝―笠井伸彦

＜年度別成績―５＞



昭和５１年度 　　　―＜１９７６年４月１日～１９７７年３月３１日＞―

５月１４日（金）  第１１回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１６日（日） 　於．前橋第二高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第三位

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　第四位―笠井伸彦

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

６月１２日（日）  第５回関東高等学校空手道選手権大会

　於．山梨県甲府市「県体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰（２年連続優勝）　　

　◇団体戦形の部

　　　第三位―渋川高校

６月２６日（土）  昭和５１年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２７日（日） 　於．藤岡高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第四位―木暮哲雄　　　

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰　　　準優勝―笠井伸彦

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校

８月 ７ 日（土）  第３回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

　～８ 日（日） 　於．熊本県熊本市「熊本立体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―若井　彰（２年連続優勝）　　　　　第四位―笠井伸彦

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校（２年連続優勝）　　　

１１月１４日（日）  昭和５１年度群馬県高等学校空手道新人戦

　於．渋川高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第三位―久本武士

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―津久井宏人　　　準優勝―久本武士

＜年度別成績―６＞



昭和５２年度 　　　―＜１９７７年４月１日～１９７８年３月３１日＞―

５月１４日（土）  第１２回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１６日（月） 　於．前橋第二高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―久本武士　　第三位―津久井宏人

　◇団体戦組手の部

　　　準優勝―渋川高校 (久本武士・津久井宏人・山崎基実・後藤光徳・牧口　武）

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校 (久本武士・津久井宏人・山崎基実・後藤光徳・牧口　武）

６月１１日（土）  第６回関東高等学校空手道選手権大会

～１２日（日） 　於．栃木県立スポーツセンター

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　準優勝―久本武士　　　第三位―津久井宏人

　◇団体戦形の部

　　　第三位―渋川高校

６月２５日（土）  昭和５２年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２６日（日） 　於．渋川高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―津久井宏人

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―久本武士　　　準優勝―津久井宏人

　◇団体戦組手の部

　　　第三位―渋川高校

　◇団体戦形の部

　　　第三位―渋川高校 (久本武士・津久井宏人・後藤光徳・黛　憲弘・萩原正幸）

８月 ９ 日（火）  第４回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～１０日（水） 　於．岡山県倉敷市「水島体育館」

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第四位

　◇個人戦形の部

　　　第四位―津久井宏人

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校 (久本武士・津久井宏人・後藤光徳・山崎基実・牧口　武）

＜年度別成績―７＞



１１月１３日（日）  昭和５２年度群馬県高等学校空手道新人大会

　於．沼田高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―後藤光徳

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―山崎基実　　　準優勝―牧口　武

昭和５３年度 　　　―＜１９７８年４月１日～１９７９年３月３１日＞―

５月１９日（金）  第１３回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～２１日（日） 　於．前橋第二高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―山崎基実　　第四位―牧口　武

　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校 (山崎基実・後藤光徳・牧口　武・狩野光明・黛　憲弘）

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校 (山崎基実・後藤光徳・牧口　武・狩野光明・黛　憲弘）

６月１０日（土）  第７回関東高等学校空手道選手権大会

～１１日（日） 　於．神奈川県横浜市「横浜市立文化体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　準優勝―山崎基実

　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校 (山崎基実・後藤光徳・牧口　武・狩野光明・黛　憲弘）

６月２４日（土）  昭和５３年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２５日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　準優勝―後藤光徳

　◇個人戦形の部

　　　準優勝―山崎基実

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校 (山崎基実・後藤光徳・狩野光明・黛　憲弘・橋爪　豊）

８月１８日（金）  第５回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～２０日（日） 　於．福島県福島市「福島市立体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦形の部

　　　第四位―山崎基実

＜年度別成績―８＞



　◇団体戦形の部

　　　準優勝―渋川高校 (山崎基実・後藤光徳・狩野光明・黛　憲弘・牧口　武）

１１月２５日（土）  昭和５３年度群馬県高等学校空手道新人大会

～２６日（日） 　於．中央高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　優　勝―黛　憲弘

　◇個人戦形の部

　　　優　勝―橋爪　豊　　　第三位―黛　憲弘

　◇団体戦組手の部

　　　優　勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

　◇団体戦形の部

　　　優　勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

昭和５４年度 　　　―＜１９７９年４月１日～１９８０年３月３１日＞―

５月１１日（金）  第１４回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１３日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦組手の部

　　　第三位―関　郁夫

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―橋爪　豊　　　　第四位―黛　憲弘

　◇団体戦男子組手の部

　　　第三位―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

６月 ７ 日（木）  第８回関東高等学校空手道選手権大会

～ ８ 日（金） 　於．東京都千代田区「日本武道館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　準優勝―橋爪　豊

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

６月２３日（土）  昭和５４年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２４日（日） 　於．渋川西高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―橋爪　豊　　　　準優勝―黛　憲弘

＜年度別成績―９＞



　◇団体戦男子組手の部

　　　第三位―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

８月１７日（金）  第６回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～１９日（日） 　於．高知県高知市「高知県民体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第四位―橋爪　豊

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (黛　憲弘・関　郁夫・橋爪　豊・大塚　豊・中村和彦）

１０月２７日（土）  昭和５４年度群馬県高等学校空手道新人大会

～２８日（日） 　於．高崎工業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―中村和彦　　　準優勝―酒井正道　　　

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (中村和彦・酒井正道・都丸健一・松井和弘・小林直樹）

昭和５５年度 　　　―＜１９８０年４月１日～１９８１年３月３１日＞―

５月１６日（金）  第１５回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１８日（日） 　於．伊勢崎東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―酒井正道　　　第三位―中村和彦

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (中村和彦・酒井正道・都丸健一・松井和弘・小林直樹）

６月 ７ 日（土）  第９回関東高等学校空手道選手権大会

～ ８ 日（日） 　於．高崎市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―中村和彦

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (中村和彦・酒井正道・都丸健一・松井和弘・小林直樹）
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６月２８日（土）  昭和５５年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２９日（日） 　於．藤岡高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―中村和彦　　　　準優勝―酒井正道

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (中村和彦・酒井正道・都丸健一・松井和弘・小林直樹）

８月 ８ 日（金）  第７回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～ ９ 日（土） 　於．神奈川県横浜市「横浜文化体育館」

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第七位

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―中村和彦

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (中村和彦・酒井正道・都丸健一・松井和弘・小林直樹）

１０月２５日（土）  昭和５５年度群馬県高等学校空手道新人大会

～２６日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―都丸健一　　　準優勝―小林直樹

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (都丸健一・松井和弘・小林直樹・佐藤隆行・堀口恭之）

昭和５６年度 　　　―＜１９８１年４月１日～１９８２年３月３１日＞―

５月１５日（金）  第１６回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１７日（日） 　於．太田商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―都丸健一　　　第三位―小林直樹

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (都丸健一・松井和弘・小林直樹・佐藤隆行・堀口恭之）

６月１３日（土）  第１０回関東高等学校空手道選手権大会

～１４日（日） 　於．千葉県千葉市「千葉県総合運動場体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―都丸健一

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (都丸健一・松井和弘・小林直樹・佐藤隆行・堀口恭之）
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６月２７日（土）  昭和５６年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２８日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　準優勝―都丸健一　　　第四位―小林直樹

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (都丸健一・松井和弘・小林直樹・佐藤隆行・堀口恭之）

８月 １ 日（土）  第８回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～ ３ 日（月） 　於．愛知県名古屋市「愛知県立体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (都丸健一・松井和弘・小林直樹・佐藤隆行・堀口恭之）

１０月２４日（土）  昭和５６年度群馬県高等学校空手道新人大会

～２５日（日） 　於．渋川西高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―堀口恭之　　　第八位―佐藤隆行

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (佐藤隆行・堀口恭之・中野勝也・堀越邦夫・高橋　玲）

昭和５７年度 　　　―＜１９８２年４月１日～１９８３年３月３１日＞―

５月１４日（金）  第１７回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１６日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第四位―堀口恭之　　　第五位―中野勝也

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校

６月 ５ 日（土）  第１１回関東高等学校空手道選手権大会

～ ６ 日（日） 　於．山梨県甲府市「山梨県体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第四位―渋川高校

＜年度別成績―１２＞



６月２６日（土）  昭和５７年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２７日（日） 　於．渋川西高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第四位―中野勝也　　　第五位―堀口恭之

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校

１０月３０日（土）  昭和５７年度群馬県高等学校空手道新人大会

～３１日（日） 　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　準優勝―髙橋範行　　　第七位―初見房雄

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校

２月１１日（金）  第２回全国高等学校空手道選抜大会（群馬県予選）

　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―髙橋範行　

昭和５８年度 　　　―＜１９８３年４月１日～１９８４年３月３１日＞―

５月１３日（金）  第１８回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１５日（日） 　於．前橋南高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (町田松二・初見房雄・堀越邦夫・髙橋範行・吉沢澄夫）

６月１１日（土）  第１２回関東高等学校空手道選手権大会

～１２日（日） 　於．埼玉県大宮市「大宮市民体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (町田松二・初見房雄・堀越邦夫・髙橋範行・吉沢澄夫）

６月２５日（土）  昭和５８年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２６日（日） 　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　準優勝―初見房雄　　　第三位―髙橋範行

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (町田松二・初見房雄・堀越邦夫・髙橋範行・吉沢澄夫）
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７月２７日（水）  第１０回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～２９日（金） 　於．兵庫県神戸市「神戸市中央体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第四位―渋川高校 (町田松二・初見房雄・堀越邦夫・髙橋範行・吉沢澄夫）

１１月１２日（土）  昭和５８年度群馬県高等学校空手道新人大会

～１３日（日） 　於．桐生高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―髙橋範行　　　第五位―吉沢澄夫

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (髙橋範行・吉沢澄夫・後藤明彦・田中　智・楯　正巳）

２月１１日（土）  第３回全国高等学校空手道選抜大会（群馬県予選）

　於．前橋市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―髙橋範行　　　第四位―吉沢澄夫

昭和５９年度 　　　―＜１９８４年４月１日～１９８５年３月３１日＞―

５月１１日（金）  第１９回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１３日（日） 　於．前橋東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―髙橋範行　　　第五位―吉沢澄夫

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (髙橋範行・吉沢澄夫・後藤明彦・田中　智・楯　正巳）

６月 ２ 日（土）  第１３回関東高等学校空手道選手権大会

～ ３ 日（日） 　於．東京都渋谷区「東京体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (髙橋範行・吉沢澄夫・後藤明彦・田中　智・楯　正巳）

６月１６日（土）  昭和５９年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～１７日（日） 　於．高崎市浜川体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　準優勝―髙橋範行　　　第四位―吉沢澄夫

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (髙橋範行・吉沢澄夫・後藤明彦・田中　智・滝沢秀男）
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７月２７日（金）  第１１回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～２９日（日） 　於．茨城県水戸市「茨城県武道館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―髙橋範行

１１月２３日（金）  昭和５９年度群馬県高等学校空手道１年生大会

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子組手の部

　　　第五位―中沢恵一

２月 ９ 日（土）  昭和５９年度群馬県高等学校空手道新人大会(全国選抜県予選）

～１０日（日） 　於．伊勢崎市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (滝沢秀男・佐藤克也・狩野正人・金子朋弘・金子忠浩）

昭和６０年度 　　　―＜１９８５年４月１日～１９８６年３月３１日＞―

５月１０日（金）  第２０回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１２日（日） 　於．前橋東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝　　　　　　　　　　　　　※学校別総合成績第六位

　◇個人戦男子形の部

　　　第八位―滝沢秀男

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校

　◇団体戦男子形の部

　　　第四位―渋川高校 (滝沢秀男・佐藤克也・狩野正人・金子朋弘・金子忠浩）

６月 １ 日（土）  第１４回関東高等学校空手道選手権大会

～ ２ 日（日） 　於．栃木県宇都宮市「宇都宮市民体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第六位―渋川高校 (滝沢秀男・佐藤克也・狩野正人・金子朋弘・金子忠浩）

６月１５日（土）  昭和６０年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～１６日（日） 　於．伊勢崎市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第五位―佐藤克也

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校 (滝沢秀男・佐藤克也・狩野正人・金子朋弘・中沢恵一）

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (滝沢秀男・佐藤克也・狩野正人・金子朋弘・金子忠浩）
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１１月１６日（土）  昭和６０年度群馬県高等学校空手道新人大会

～１７日（日） 　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子組手の部

　　　第五位―中沢恵一

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　第三位―金子忠浩

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・細野朝士）

２月 ２ 日（日）  第５回全国高等学校空手道選抜大会（群馬県予選）

　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校(金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・丸橋光明）

　◇団体戦男子形の部

　　　第四位―渋川高校 (金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・細野朝士）

昭和６１年度 　　　―＜１９８６年４月１日～１９８７年３月３１日＞―

５月 ９ 日（金）  第２１回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１１日（日） 　於．前橋東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第四位―寺島　寿　　　第七位―金子忠浩

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・細野朝士）

５月３１日（土）  第１５回関東高等学校空手道選手権大会

～６月１日（日） 　於．神奈川県藤沢市「秋葉台文化体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・細野朝士）

６月２１日（土）  昭和６１年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２２日（日） 　於．前橋市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　第五位―金子忠浩

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校 (金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・丸橋光明）

　◇団体戦男子防具組手の部

　　　第五位―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・小林智行・森田晃彦・堤　博之）
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　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校(金子忠浩・中沢恵一・寺島　寿・眞下智宏・細野朝士）

７月２４日（木）  第１３回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～２６日（土） 　於．前橋市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　

１月３１日（土）  昭和６１年度群馬県高等学校空手道新人大会(全国選抜県予選）

～２月１日（日） 　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　第三位―眞下智宏

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

３月２７日（金）  第６回全国高等学校空手道選抜大会

　於．東京都千代田区「日本武道館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

昭和６２年度 　　　―＜１９８７年４月１日～１９８８年３月３１日＞―

５月１６日（土）  第２２回群馬県高等学校総合体育大空手道競技会会（関東大会県予選）

～１８日（月） 　於．伊勢崎市民第二体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　準優勝―眞下智宏

　◇団体戦男子組手の部

　　　第三位―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

６月１３日（土）  第１６回関東高等学校空手道選手権大会

～１４日（日） 　於．茨城県水戸市「茨城県武道館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　第四位―眞下智宏

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）
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６月２０日（土）  昭和６２年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２１日（日） 　於．前橋東高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿　　　第三位―眞下智宏

　◇団体戦男子組手の部

　　　第五位―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (寺島　寿・眞下智宏・細野朝士・丸橋光明・照井清豊）

８月 ７ 日（金）  第１４回全国高等学校空手道選手権大会（インターハイ）

～９ 日（日） 　於．北海道広島町「広島町総合体育館」

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―寺島　寿(２年連続優勝）　

１２月１９日（土）  昭和６２年度群馬県高等学校空手道新人大会(第１回北関東選抜大会県予選）

～２０日（日） 　於．太田市立商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―照井清豊　　　第五位―岡田亮介

　◇団体戦男子組手の部

　　　第三位―渋川高校 (照井清豊・戸鹿野秀和・小林智行・宮田延之・森田晃彦）

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・川端真成・宮田延之）

３月２９日（火）  第７回全国高等学校空手道選抜大会

　於．東京都千代田区「日本武道館」

　＝＜成 績＞＝

　◇団体戦男子形の部

　　　第四位―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・川端真成・宮田延之）

昭和６３年度 　　　―＜１９８８年４月１日～１９８９年３月３１日＞―

５月１４日（土）  第２３回群馬県高等学校総合体育大会空手道競技会（関東大会県予選）

～１６日（月） 　於．太田市武道館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第四位―照井清豊

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・川端真成・宮田延之）
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６月１１日（土）  第１７回関東高等学校空手道選手権大会

～１２日（日） 　於．前橋市民体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　優　勝―照井清豊

　◇団体戦男子形の部

　　　準優勝―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・川端真成・宮田延之）

６月２５日（土）  昭和６３年度群馬県高等学校空手道選手権大会（インターハイ県予選）

～２６日（日） 　於．伊勢崎商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子組手の部

　　　第五位―戸鹿野秀和

　◇個人戦男子形の部

　　　第三位―照井清豊　　　　第五位―岡田亮介　

　◇団体戦男子組手の部

　　　第三位―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・小林智行・森田晃彦）

　◇団体戦男子形の部

　　　優　勝―渋川高校 (照井清豊・岡田亮介・戸鹿野秀和・川端真成・宮田延之）

１２月１７日（土）  昭和６３年度群馬県高等学校空手道新人大会(北関東選抜大会県予選）

～１８日（日） 　於．太田市立商業高等学校体育館

　＝＜成 績＞＝

　◇個人戦男子形の部

　　　第五位―斉藤　剛

　◇団体戦男子形の部

　　　第三位―渋川高校 (水出律朗・斉藤　剛・岡田明生・永井寛彦・斉藤和憲）

記載内容に誤り及び記載漏れ等ありましたら下記までご連絡ください。

　　　　　　連絡先ＦＡＸ　０２７９－２５－８８１５
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第８回群馬県高等学校空手道選手権大会（昭和４５年５月１７日）

　　　（団体戦形の部　優勝　　団体戦組手の部　準優勝）

第１０回関東高等学校空手道選手権大会（昭和５６年６月１４日）



　　　　　　　　　　（団体戦形の部　優 勝）


