
渋川市体育協会空手道部１０年のあゆみ

・組　　織

（渋川市空手道連盟）の組織図です。

平成１８年(２００６年)～平成２７年(２０１５年）

市体育協会空手道部 （渋川市空手道連盟）の組織につい

ては、上部組織として、(公財）全日本空手道連盟の下に

　下記の図については、渋川市体育協会空手道部　

歴代体育協会会長　　　　　　

群馬県空手道連盟があり、その下に渋川市空手道連盟

となります。また、(公財）全日本空手道連盟は(公財）日本

空手道部の誇りとして、渋川市が推進している「一市民一スポ 体育協会の加盟競技団体となっています。　

空手道部の主な活動は、市民スポーツ祭空手道大会の開催、

渋川市空手道選手権大会、市民空手道教室、親子教室、

歴代専門部部長（体育協会理事）　　

チャリティー演武会、加盟団体の技術向上のための合同強化

　　　木村吉太郎　（昭和５４年度～平成８年度）

練習等を行い、空手道の普及に努めてきました。

　　　石橋　 薫　（平成１５年度～平成２４年度）

　　　木村吉太郎　（平成２０年度～平成２１年度）

全国大会等で寺島寿や福原秀樹、今井絢香、行方晃弘など

　　　眞下宗司　（平成２５年度～現在）

数多くの選手が活躍し素晴らしい成績を残してきました。。 　　　水沢　 淳　（平成９年度～平成１４年度）

　　　石原尉行　（平成元年度～平成８年度）

　　　水沢　 淳　（平成２１年度～現在）

スポーツとしての空手道の普及に力を注いでいます。

各種大会においても、渋川空友館を中心に世界大会や

いきたいと考えています。

に尽力してまいりました。

空手道部は昭和３９年４月（県下初）に渋川市体育協会へ加盟

以来、地域の社会体育の普及・振興と空手道を通して青少年の

健全育成に努力してきました。昭和４６年に開催された旧渋川市

の第1回渋川市民スポーツ祭オープニング大会では、各競技団体

を代表し水沢　淳現体協会長が選手宣誓を行いました。

図り、明るい社会づくりが実現できるよう空手道を通して寄与して

ーツ」のスローガンのもと、体育協会の会長に、石原尉行（旧６

代）・木村吉太郎（２代）、そして現会長、水沢　淳（３代）の３名を

輩出し体育協会の中心として、渋川市のスポーツの普及・発展

最近では、競技力の向上に加え、親子向けの空手教室や生涯

クラブの立ち上げに協力すると共に、その活動を通して新たな形

また今後、渋川市の体育協会が進めている総合型のスポーツ

育成や市民の体育の向上、健康増進、そして地域の人材育成を

の空手道の普及を模索・研究し、社会体育として青少年の健全



　　50歳（50～54歳）男子形　  　優 勝　(眞下宗司)

　　一般団体形　　　第三位　（渋川空友館）

文部科学大臣杯第52回ＪＫＡ小・中学生

全国空手道選手権大会　（静岡県）

　　小学6年生男子組手　  第三位　(関口翔太)

日本スポーツマスターズ2009空手道競技静岡大会

渋川市空手道連盟結成４０周年記念式典・祝賀会　（２０１１．１１．２３　ホワイトパーク）

　　8．  27

　10．   1

　10．   8

　4．  22

　5．  20

第32回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　5．  10

　　中学3年生女子組手　　優 勝　(入沢紀衣)

    都道府県団体形　　優　 勝　群馬県（渋川空友館）

第50回ＪＫＡ小・中全国空手道選手権大会 （宮城県）

第１回渋川市民スポーツ祭総合開会式

第27回群馬県中学生空手道選手権大会

　　（のじぎく兵庫国体）

第61回国民体育大会空手道競技会

　　団体男子組手　　　第五位　（行方晃弘）

　　中学3年生女子組手　　優 勝　（髙橋真澄）

　7．   5

　6．  20

　6．   7  第44回群馬県空手道選手権大会

　　一般男子形　　優 勝　(後藤秀樹)　　

　　男子形統一戦　  　優 勝　（福原秀樹）

　　優秀選手賞　　　福原秀樹・飯塚惇平

　　社会体育功労者賞　　　田子文明

　　木村吉太郎氏が渋川市体育協会第２代会長に、

内閣総理大臣杯第51回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　　一般団体形　　　第三位　（渋川空友館）

　9．  28 第32回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　　一般男子形　　　優 勝　(寺島  寿)　　

11．  29 第８回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

　2．   1 第１回群馬県道場対抗空手道大会

　　一般女子団体組手　  　優 勝　(渋川空友館)　　

 3．  29 石原尉行先生「旭日単光章」受賞祝賀会

　　男子形統一戦　   　優 勝　(福原秀樹)

　　高校生女子組手　　優 勝　(髙橋真澄)

　8．   4

　7．  15

　　中学3年生女子組手　　第三位　(入沢紀衣)

内閣総理大臣杯第50回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　5．  21

　7．  29

　8．  17 第10回船越義珍杯少年世界空手道選手権大会

　4．  27

　5．  24

第３回渋川市民スポーツ祭総合開会式

（平成20年度）

　　個人女子組手　　優 勝　（高橋真澄）

第49回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　　一般団体形　　第三位　（渋川空友館）

　　中学３年生女子組手　　優 勝　（髙橋真澄）　　

　　個人女子14歳組手　　優　 勝　（松島瀬里菜）

第28回群馬県中学生空手道選手権大会

　　中学3年生女子組手　　優 勝　(入沢紀衣)

平成20年度渋川市体育協会通常総会

　9．  30

10．  13

12．  16

　　（オーストラリア　シドニー）

第49回ＪＫＡ小・中全国空手道選手権大会（盛岡市）

　12．   2

　　 中学3年生女子組手　　優 勝　（髙橋真澄）

　　2．  21 群馬県体育協会長賞表彰式

　　 スポーツ功労者賞　　　　木村吉太郎

　　 優秀選手賞　　　　　　　　行方晃弘

（平成21年度）

　　学校別女子組手　  　優 勝　（渋川古巻中学校）

　　社会体育功労者賞　　　髙橋廣司

第２回渋川市民スポーツ祭総合開会式

　　個人女子15歳組手　　準優勝　（髙橋真澄）

　　団体女子組手　　優 勝　（渋川市古巻中学校）

（平成19年度）

　　一般団体形　　　　　第三位　(渋川空友館)

第42回群馬県空手道選手権大会

　　男子(軽量級)組手　    優 勝　(行方晃弘)

第18回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会

　6．   1

　　水沢　淳氏が副会長に就任

第43回群馬県空手道選手権大会

　　男子組手3部（51～55歳）　　準優勝　(髙橋保行)

新渋川市体育協会設立総会が開催される。

　7．   8

　7．   7

～成績は、群馬県大会優勝、関東大会優勝、全国大会三位以内を掲載～

  （平成18年度）

合併１０年栄光の戦績（年譜）

第15回群馬県中学校空手道大会(全中予選）

第31回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　　学校別女子組手　　 優 勝　(渋川古巻中学校)

渋川空友館45周年記念式典・祝賀会

内閣総理大臣杯第52回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　8．   2

　9．  19



　 一般団体形　　　　　　   準優勝　(渋川空友館)

　2．  14 群馬県スポーツ協会長賞表彰式

 　スポーツ功労者賞　　　　狩野政保　

　（平成27年度）

　4．  26 第50回群馬県空手道選手権大会

　 一般男子（無差別）組手　　  優 勝　(福原秀樹)

　6．  27 内閣総理大臣杯第58回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

（平成24年度）

　9．  11

 　 4．  25

　11．   6

　11．  23

　10．  24

　（平成22年度）

第11回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

　 50歳（50～54歳）男子形　　第三位　(眞下宗司)

　 小学生5年生女子組手　　優 勝　(関口美優)

第12回船越義珍杯世界空手道選手権大会

第５回渋川市民スポーツ祭総合開会式

 　優秀選手賞　　　　　　　 髙橋真澄

第35回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

第22回群馬県スポーツ少年団空手道交流大会

    都道府県団体形　 　　 第三位　(渋川空友館)

   都道府県団体組手　　　優　 勝　(行方晃弘)

　 個人男子形　　　第四位　(福原秀樹)

   一般女子組手 　 　　　  第三位　(今井絢香)

渋川市体育協会理事会・臨時総会

11．  16 第39回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　 一般男子形　 　　　優 勝　(福原秀樹)

　 一般女子組手　　　優 勝　(今井絢香)

　　8．  20

　10．   3

　　5．  22

11．  18

　7．  28

 　2．  25

　11．  12

　　小学3年生男子組手　  　第三位　(関口世南)

　　男子組手４部（55～59歳）　　第三位　(髙橋保行)

第12回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

10．  20

11．   3

（平成25年度）

　（平成23年度）

　水沢　淳氏が渋川市体育協会第３代会長に就任

　6．  30 内閣総理大臣杯第55回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　　一般団体形　　　　　　 優 　勝　(渋川空友館)

    都道府県団体組手　　準優勝　

　　　　　　　　　　　　(行方晃弘・角田義和・小川　大)

文部科学大臣杯第55回ＪＫＡ小・中学生

渋川市空手道連盟結成40周年記念式典・祝賀会

群馬県スポーツ協会長賞表彰式

　 団体男子形　　  優 　勝　（福原秀樹）

 　個人男子形　　　第三位　（福原秀樹）

　 50歳（50～54歳）男子形　　  優 勝　（眞下宗司）

第９回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

　　一般女子組手　　　優 勝　(今井絢香)

（平成26年度）

　6．  28

　7．  13

11．  30

　9．   5

10．  18

　　50歳（50～54歳）男子形　  　 第三位　(眞下宗司)

　 特別功労者賞　　　　　　 高野佳晃

優良団体表彰式

　　体育功労者表彰　　　　石橋  薫

渋川空友館50周年記念式典・祝賀会

第37回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　7．  13 内閣総理大臣杯第56回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

　　一般団体形　　　　　　  優　 勝　(渋川空友館)

　　一般団体組手　　　　　 第三位　(渋川空友館)

    都道府県団体組手　　 準優勝　(行方晃弘)

11．  10

日本スポーツマスターズ2012空手道競技高知大会

　11．   6 第10回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

　 50歳（50～54歳）男子形　　 優 勝　(眞下宗司)

（福原秀樹・行方晃弘・小川　大）

全国空手道選手権大会　（長野市）

平成24年度群馬県体育功労者並び社会体育

　 一般団体組手の部　　　優 勝　

　 スポーツ功労者賞　　　　水沢　 淳　

第13回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会

　　55歳（55～59歳）男子形　　準優勝　(眞下宗司)

内閣総理大臣杯第57回ＪＫＡ全国空手道選手権大会

    都道府県団体組手　　　準優勝　(行方晃弘)

第４回関東マスターズ空手道競技会

　　男子形1部（40～49歳）　　　優 勝　(寺島  寿)

平成26年度群馬県生涯スポーツ功労者及び

生涯スポーツ優良団体表彰式

　　生涯スポーツ優良団体　　　　渋川空友館

　 団体男子形　　  優　 勝  （福原秀樹）

第13回船越義珍杯世界空手道選手権大会



杉山大樹

第45回(27年度) 行方晃弘 今井絢香 行方晃弘 水沢侑大 居川　 愛 関口世南 関口世南 川添夢智 末次誇生

第44回(26年度) 行方晃弘 今井絢香 行方晃弘 塩野敦洋 塩野敦洋 関口世南 千明結衣 杉山大樹

関口世南

第43回(25年度) 行方晃弘 今井絢香 福原秀樹 塩野敦洋 金田拓也 水沢侑大 千明結衣 狩野尚人 狩野尚人

第42回(24年度) 行方晃弘 今井絢香 福原秀樹 関口翔太 清水宏一郎 関口美優 関口美優 関口世南

水沢侑大

第41回(23年度) 小川　 大 今井絢香 小川　 大 中澤優斗 飯田晃史 宮川尚子 宮川尚子 水沢侑大 水沢侑大

第40回(22年度) 行方晃弘 松島瀬里菜 福原秀樹 高橋人夢 高橋人夢 宮川尚子 金田拓也 水沢侑大

宮川尚子

第39回(21年度) 行方晃弘 髙橋真澄 福原秀樹 高橋人夢 高橋人夢 関口翔太 清水宏一郎 関口美優 関口美優

第38回(20年度) 行方晃弘 髙橋真澄 福原秀樹 田子愛理 高橋人夢 飯田晃史 関口翔太 宮川尚子

関口翔太

第37回(19年度) 行方晃弘 髙橋真澄 後藤秀樹 入沢紀衣 田子愛理 関口翔太 関口翔太 堀口はるか 堀口はるか

第36回(18年度) 後藤秀樹 奥山美和 後藤秀樹 林 　弘樹 林 　弘樹 津久井勘太 田子愛理 関口翔太

＊渋川市空手道選手権大会成績(歴代優勝者) 平成１８年(第３６回大会）～平成２７年(第４５回大会）

種　　　目 男子組手 女子組手 一般形 中学生組手 中学生形 小学高学組手 小学高学形 小学低学組手 小学低学形

平成１８年(合併後第１回大会）～平成２７年(第１０回大会）

　 70歳以上男子形　　　　　　 　第三位　(狩野政保)

　 男子団体形　　　　優 　勝  （福原秀樹）

　　一般女子組手　　　優 勝　(今井絢香)

第40回ＪＫＡ関東地区空手道選手権大会

　　一般男子形　 　　　優 勝　(福原秀樹)

　 55歳（55～59歳）男子組手   第三位　(髙橋保行)

　 男子個人形　　　  第四位　(福原秀樹)

　 女子団体組手　　 優 　勝  （今井絢香）

　 女子個人組手　　 第三位　(今井絢香)

居川 　愛

高橋人夢

入沢紀衣 田子愛理 渋川空友館Ａ

第10回(27年度) 渋川空友館 関口翔太 居川　 愛 小川　 大

第4回(21年度) 渋川空友館

中学生組手

関口翔太福原秀樹

中澤優斗

小学高学組手 小学高学形 小学低学組手 小学低学形

高橋人夢 関口翔太 宮川晃一

関口世南 関口世南

清水宏一郎 関口美優 宮川尚子 水沢侑大 水沢侑大

関口美優塩野敦洋 関口美優

高橋人夢 塩野敦洋

渋川空友館 関口世南 関口世南

渋川空友館Ａ

高橋人夢 渋川空友館Ａ 渋川空友館Ａ

宮川尚子

小学生組手 小学生形

第3回(20年度) 渋川空友館 福原秀樹 髙橋真澄 福原秀樹 田子愛理

行方晃弘 髙橋真澄 福原秀樹 高橋人夢

渋川空友館 行方晃弘 入沢紀衣 後藤秀樹

第5回(22年度) 渋川空友館 行方晃弘

総合優勝 一般形 中学生組手

第1回(18年度)

狩野尚人 狩野尚人

関口世南 狩野尚人 後藤亮哉

関口美優行方晃弘

末次誇生末次誇生

渋川空友館 行方晃弘 中村紗菜 福原秀樹 中村紗菜

千明結衣

今井絢香 行方晃弘 居川　 愛 吉尾知花

星野円香

渋川空友館 後藤秀樹 田子瑞穂 後藤秀樹 林 　弘樹 林　 弘樹 渋川空友館Ａ 渋川空友館Ａ

＊市民スポーツ祭空手道大会成績(歴代優勝者)

小学生団体組手 小学生団体形

第2回(19年度)

川添夢智

塩野敦洋

種　　　目 総合優勝 男子組手 女子組手 一般形

　　8．  22

中学生形

（文責：空手道部長　眞下宗司）

第１回アジア・オセアニア空手道選手権大会

今井絢香 福原秀樹

種　　　目 男子組手 女子組手 中学生形

中学生形種　　　目 総合優勝 男子組手 女子組手 一般形

渋川空友館 福原秀樹

水沢侑大

第9回(26年度)

　11．  22

第8回(25年度)

第6回(23年度) 渋川空友館 行方晃弘

今井絢香 福原秀樹

中学生組手

第7回(24年度)

　11．  14

　 55歳（55～59歳）男子形　　  準優勝　(眞下宗司)

第15回ＪＫＡ熟練者全国空手道選手権大会


