
報道機関に依頼する事項に〇をつけてください 

 

①実施する事業の紹介   ②催事等の参加者募集    ③催事等の当日取材  

 

報道取材情報（沼津市）           令和元年６月 17 日（月）発表 

  名 称 等  養正館（種目：空手）による市長表敬訪問 

実施日時  令和元年６月２１日（金曜日） 17 時～ 

場  所  市役所４階 特別応接室 

   担  当  教育委員会事務局 スポーツ振興課  

        直通 ０５５－９２２－７２０５（沼津市民体育館内） 

 

１  内 容 

空手道場養正館（沼津市本田町）に属する中学生２名、小学生 16 名が、全国中学生

空手道選抜大会で優秀な成績を収めたほか、県大会で優秀な成績を収め、全国大会出

場が決定いたしました。今回、選手が市長を表敬訪問し、その報告をいたします。 

 

２ 大会の概要 

① ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 彩の国杯 文部科学大臣旗争奪 

第 13 回全国中学生空手道選抜大会（埼玉県立武道館） 

 平成 31 年３月 28 日（木）～30 日（土） 

 １年女子 形 ３位  倉岡 穂乃花（くらおか ほのか）（第五中） 

② 第 35 回静岡県少年少女空手道選手権大会（藤枝市 静岡県武道館） 

     平成 31 年４月 28 日(日) 

     （別紙）表敬訪問内容詳細その２成績のとおり 

第 19 回全日本少年少女空手道選手権大会の出場権を獲得 

③ 静岡県中学校空手道選手権大会（藤枝市 静岡県武道館） 

     令和元年５月 26 日(日) 

     中学女子 形 優勝  江藤 凪沙（えとう なぎさ）（大岡中） 

         第 27 回全国中学生空手道選手権大会の出場権を獲得 

 

３ 訪問者 

  選 手 倉岡 穂乃花（くらおか ほのか）  江藤 凪沙 （えとう なぎさ） 

      赤池 胡音 （あかいけ こと）   榊原 真由 （さかきばら まゆ） 

      安宗 春輝 （やすむね はるき）  三井 詠一朗（みつい えいいちろう） 

      岡嶋 玲  （おかじま れい）   伊藤 泰暉 （いとう だいき） 

      阿部 心春 （あべ こはる）    大河 稜旺 （おおかわ りお） 

      松本 颯哉 （まつもと そうや）  勝又 蒼唯 （かつまた あおい） 

      望月 結以 （もちづき ゆい）   南 琉斗  （みなみ りゅうと） 

      若林 真由 （わかばやし まゆ）  竹内 相志 （たけうち さんじ） 

      工藤 彩音 （くどう あやね）   下山 陽平 （しもやま ようへい） 

  指導者 養正館館長 渡辺 貴斗 

 



 

 

 

■訪問内容 

① 空手道場養正館の倉岡穂乃花が、全日本大会（全中選抜）で上位入賞した。 

② 空手道場養正館の小学生 16 名が、全日本大会（全少）の県予選会で上位入賞し、全国大会出場

を決めた。 

③ 空手道場養正館の江藤凪沙が、全日本大会（全中）の県予選会で優勝し、全国大会出場を決め

た。 

 

■表敬訪問内容詳細その１ 

１  内 容      空手道場養正館の倉岡穂乃花が、県代表として出場した全中選抜で３位入賞 

２  大会の概要及び成績 

（１） 全国大会 

大会名：ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 彩の国杯 文部科学大臣旗争奪  

第１３回全国中学生空手道選抜大会 

日にち：平成 31 年 3 月 28 日㈭～30 日㈯ 

会 場：埼玉県立武道館  

主 催：（公財）全日本空手道連盟 

共 催：全国中学校空手道連盟 

後 援：スポーツ庁 （公財）日本スポーツ協会 （公財）日本オリンピック委員会 

             （公財）日本武道館 （公財）日本中学校体育連盟 他 

成 績：  

１年女子形    ３位・・・・・倉岡穂乃花 （くらおか ほのか）    （第五中） 

 

 

■表敬訪問内容詳細その２                  

１  内 容 

空手道場養正館の小学生１６選手が、県予選を通過し、県代表として第１９回全日本少年少女空手道 

選手権大会の県代表権を得た。１６名の出場は県下最多。 

２  大会の概要及び成績 

（１） 県予選会 

大会名：第３５回静岡県少年少女空手道選手権大会 

日にち：平成 31 年 4 月 28 日㈰ 

会 場：静岡県武道館（藤枝）  

資 料 



主 催：（公財）静岡県空手道連盟 

後 援：静岡県教育委員会 （公財）静岡県体育協会  静岡新聞社・静岡放送 

成 績：  

１年女子形    優勝・・・・・・・・・・・・・赤池 胡音（あかいけ こと）            （大岡小） 

           ※組手準優勝 

１年女子形    準優勝・・・・・・・・・・・榊原 真由（さかきばら まゆ）          （開北小） 

３年男子形    優勝・・・・・・・・・・・・・安宗 春輝（やすむね はるき）        （三島佐野小） 

３年男子形    準優勝（シード権）・・三井 詠一朗（みつい えいいちろう）    （加藤学園）  

３年男子形    ３ 位・・・・・・・・・・・・・岡嶋 玲（おかじま れい）            （加藤学園）  

４年男子形    優勝・・・・・・・・・・・・・伊藤 泰暉（いとう だいき）            （浮島小）  

４年女子形    準優勝・・・・・・・・・・・阿部 心春（あべ こはる）             （片浜小）  

５年男子形    優勝・・・・・・・・・・・・・大河稜旺（おおかわ りお）                （開北小）  

５年男子形    準優勝・・・・・・・・・・・松本 颯哉（まつもと そうや）             （金岡小）  

５年女子形    優勝・・・・・・・・・・・・・勝又 蒼唯（かつまた あおい）            （裾野東小）   

６年女子形    ３ 位（シード権）・・・望月 結以（もちづき ゆい）              （原小） 

  

１年男子組手   準優勝・・・・・・・・・・・南 琉斗（みなみ りゅうと）             （第一小）      

１年女子組手   ３ 位・・・・・・・・・・・・・若林 真由（わかばやし まゆ）         （第四小）   

３年男子組手   優勝・・・・・・・・・・・・・竹内 相志（たけうち さんじ）             （加藤学園）  

３年女子組手   優勝・・・・・・・・・・・・・工藤 彩音（くどう あやね）              （香貫小）  

４年男子組手  準優勝・・・・・・・・・・・下山陽平（しもやま ようへい）             （金岡小）  

 

（２） 全国大会 

大会名：第１９回全日本少年少女空手道選手権大会 

日 時：令和元年 8 月 3 日㈯・4 日㈰ 

会 場：東京武道館（綾瀬）  

主 催：（公財）全日本空手道連盟 

後 援： 文部科学省、 （公財）日本オリンピック委員会、  

（公財）日本スポーツ協会、 （財）日本武道館 等 

 

 



■表敬訪問内容詳細その３ 

１  内 容 

空手道場養正館の江藤凪沙が、県予選を通過し、第 27 回全国中学生空手道選手権大会の県代表権を

得た。 

 

２  大会の概要及び成績 

（１）  県予選会 

大会名： 静岡県中学校空手道選手権大会 

日 時： 令和元年 5 月 26 日㈰ 

会 場： 静岡県武道館（藤枝）  

主 催： （公財）静岡県空手道連盟 

後 援： 静岡県教育委員会 （公財）静岡県体育協会  静岡新聞社・静岡放送 

成 績：  

 

中学女子形     優勝・・・・・・・・・・・・・・・・・江藤凪沙（えとう なぎさ）    （大岡中） 

             

（２）   全国大会 

       大会名： 平成 31 年度 第 27 回全国中学生空手道選手権大会 

      日 時： 令和元年８月１６日（金）～１８日（日） 

会 場： 北海道立総合体育センター（北海きたえーる） 

主 催： （公財）全日本空手道連盟、全国中学校空手道連盟 

後 援： 文部科学省、 スポーツ庁、 （公財）日本オリンピック委員会、 

（公財）日本スポーツ協会、 （公財）日本中学校体育連盟 ほか  

 

 

 

 

訪問者  

 

選 手  中学生２名、小学生１６名  

（および その保護者） 

館長   渡辺貴斗    


