
第４回NTT空手道連盟全国選手権大会

大会結果
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個人形試合

有段の部

No. 氏　　名（所属） 得点（予選） 得点（決勝） 2,3,4決定戦 順位
１ 宮脇　光志　　（東京） ２３．１ ２６．０ 敢闘賞
２ 山角　修一　　（鹿児島） ２２．７ ２５．６ 敢闘賞
３ 菅江　武　　　（データ） ２２．２
４ 高野　誠　　　（通研） ２１．９
５ 大西　学　　　（東京） ２２．８ ２５．９ 敢闘賞
６ 奥野　隆久　　（関西） ２３．０ ２６．３ ２６．３ 第３位
７ 山崎　俊正　　（データ） ２２．２
８ 佐野　範久　　（東海） ２２．３
９ 今野　正忠　　（東京） ２２．６
１０ 土田　淳一　　（東北） ２２．７ ２５．６ 敢闘賞
１１ 森本　博愛　　（データ） ２３．４ ２６．６ 優勝
１２ 長崎　浩一　　（関西） ２２．６
１３ 田中　康雄　　（東京） ２２．２
１４ 葉玉　寿弥　　（通研）
１５ 佐藤　慎一　　（データ） ２３２． ２６．３ ２６．４ 準優勝
１６ 奥野　紀美子　（関西） ２３．４ ２６．３ ２６．２ 第４位
１７ 山本　吉文　　（東京） ２２．０

個人形試合

段外の部

No. 氏　　名（所属） 得点（予選） 得点（決勝） 順位
１
２
３
４
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個人組手試合

有段の部

１、森本　博愛（ﾃﾞｰﾀ）

２、梅村　洋平（関西）

３、中川　譲二（関西）

６、佐藤　慎一（ﾃﾞｰﾀ）

７、葉玉　寿弥（通研）

８、長崎　浩一（関西）

11、二瓶　烈（ﾃﾞｰﾀ）

12、高野　誠（通研）

13、丹野　忠伸（通研）

16、岩波　言祐（ﾃﾞｰﾀ）

17、前田　英也（関西）

18、大西　学（東京）

19、水野　慶（東海）

４、ﾔｺﾌﾞ･ﾛｲﾀｰ（通研）

５、宮脇　光志（東京）

９、土田　肇（東海）

10、望月　雅人（ﾃﾞｰﾀ）

14、前塚　満（関西）

15、山角 修一（鹿児島）

８、長崎　浩一（関西）

12、高野　誠（通研）
３位決定戦
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個人組手試合

段外の部

１、海老　裕輔（東海）

２、酒井　統史（通研）

３、加藤　高明（東海）

４、小川　智章（通研）

５、寉田　紀彦（東京）

６、白井　信義（東海）

３、加藤　高明（東海）

５、寉田　紀彦（東京）
３位決定戦
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団 体 組 手 試 合          

東京空手道部 データ空手道部 関西空手道部Ａ
監督 原　元一 監督 藤田　拡 監督 佐藤 秀美
大将 ２段 宮脇 光志 大将 ２段 森本 博愛 大将 4段 前田 英也
中堅 初段 大西  学 中堅 初段 佐藤 慎一 中堅 5段 中川 譲二
先鋒 １級 寉田 紀彦 先鋒 ２段 望月 雅人 先鋒 4段 梅村 洋平
補欠 ３段 今野 正忠 補欠 初段 岩波 言祐 補欠
補欠 補欠 ２段 二瓶 烈 補欠

関西空手道部B 通研空手道部A 通研空手道部B
監督 佐藤 秀美 監督 浅谷　耕一 監督 浅谷　耕一
大将 4段 長崎 浩一 大将 2段 堀田　英一 大将 2級 前大道　浩之
中堅 4段 前塚   満 中堅 ２段 葉玉　寿弥 中堅 3級 矢原　大司
先鋒 5段 奥野 隆久 先鋒 初段 丹野　忠伸 先鋒 2級 小川　智章
補欠 補欠 ３段 高野　誠 補欠 ４級 酒井　統史
補欠 補欠 初段 ﾔｺﾌﾞ･ﾛｲﾀｰ 補欠 初段 ﾔｺﾌﾞ･ﾛｲﾀｰ

１、東京空手道部

２、関西空手道部B

３、通研空手道部A

４、関西空手道部A

５、データ空手道部

６、通研空手道部B

１、東京空手道部

４、関西空手道部A
３位決定戦
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ＮＴＴ空手道連盟全国選手権大会成績表（１／２）

第一回 平成８年度
１１月３日
ＮＴＴ中央研修センタ

主幹：
　本社通研空手道部
　東京空手道部

優秀選手（敢闘賞）

優　勝 安達　俊雄（関西）
準優勝 前田　英也（関西）
３　位 佐藤　慎一（東京）

個人組手

４　位 長崎　浩一（関西）
優　勝 奥野　紀美子（関西）
準優勝 奥野　隆久（関西）
３　位 宮脇　光志（東京）

個人形

４　位 大西　学（東京） 佐藤　慎一（東京）
優　勝 東京空手道部
準優勝 関西空手道部

団体組手

３　位 本社通研Ｂ
第二回 平成９年度

１１月２日
ＮＴＴ鈴鹿研修センタ

主幹：
　関西空手道部

優　勝 安達　俊雄（関西）
準優勝 佐藤　慎一（東京）
３　位 森本　博愛（東京）

有段組手

４　位 長崎　浩一（関西）
優　勝 海老　裕輔（東海）
準優勝 村田　英樹（関西）
３　位 樋口　嘉成（関西）

段外組手

４　位 矢野　政彦（東海）
優　勝 森本　博愛（東京）
準優勝 宮脇　光志（東京）
３　位 服部　初男（東海）

個人形

４　位 奥野　隆久（関西） 奥野　紀美子（関西）
優　勝 東京空手道部
準優勝 関西空手道部Ａ

団体組手

３　位 本社通研
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ＮＴＴ空手道連盟全国選手権大会成績表（２／２）

第３回 平成１０年度
１１月１日
ＮＴＴ中央研修センタ

主幹：
　本社通研空手道部
　東京空手道部

優秀選手（敢闘賞）

優　勝 前田　英也（関西）
準優勝 中川　譲二（関西）
３　位 長崎　浩一（関西）

有段組手

４　位 高野　　誠（通研）

優　勝 海老　祐輔〈東海〉
準優勝 小川　智章（通研）
３　位 加藤　高明（東海）

段外組手

４　位 寉田　紀彦（東京）
優　勝 森本　博愛（データ）
準優勝 佐藤　慎一（データ）

個人形

３　位 奥野　隆久（関西）
４　位 奥野　紀美子（関西） 大西　学　宮脇　光志（東京）

土田　淳一（東北）山角　修一（鹿児島）

優　勝 ＮＴＴデータ空手道部
準優勝 通研空手道部Ａ
３　位 東京空手道部

団体組手

４　位 関西空手道部Ａ


