
第57回 　札幌市⺠民⼤大会 　空⼿手道競技の戦績

【個 　⼈人 　形】 平成28年10⽉月16⽇日(⽇日) 　⽩白⽯石区体育館
種 　 　 　⽬目 優 　 　 　勝 準 　優 　勝 第 　３ 　位

武⽥田 　寧々 品⽥田 　真琴 渋⽊木 　愁介 ⻑⾧長出 　有芯
濤学館 濤学館 志聖舘 濤学館

⽥田⾕谷  順之介 ⽻羽柴 　⼠士 坂本 　蒼夷 本⾕谷 　隼伍
松涛会北道場 濤学館 北空館 濤学館
平須賀  咲綾 喜井 　実咲 伊達 　綾⾹香 横川 　ふうか
修道館 濤学館 濤学館 修道館
菅原 　 　弥 熊⾕谷 　凛樹 藤原 　京汰 今北 　光徽
誠道館 修道館 修道館 ユヤーズ
藤原 　希美 秋林 　優花 鎌⽥田 　國亜 阿部 　朱⾳音
寺⽥田道場 寺⽥田道場 修道館 誠道館
池⽥田 　隼 梛 　優⼼心 相場 　凌空 渡部 　直衛
修道館 濤学館 修道館 ユヤーズ

⻑⾧長出  芽依奈 敦賀 　晴望 富樫  萌々菜 佐々⽊木  凛奈
濤学館 ユヤーズ 松涛会北道場 修道館
飯⽥田 　輝 堀 　凜太朗 早坂 　琉希 ⼤大岡 　⽣生磨
ユヤーズ 寺⽥田道場 ユヤーズ 寺⽥田道場
⼭山⼝口 　寧々 村松 　花奈 川村 　あい 伊達  真奈美
濤学館 ユヤーズ 札幌⻫斉藤道場 濤学館
井𡈽 　蒔⼈人 永⾕谷 　烈 ⽥田村 　旭 新保 　貴弘
濤学館 和道会札幌⻄西⽀支部 北桜館 志聖舘

久保⽥田  真貴 橋本 　舞 千⽥田  紗季⾥里 秋庭 　結⼼心
寺⽥田道場 濤学館 ユヤーズ 志聖舘
⼭山⼝口 　楽詞 ⼭山本 　蒼太 喜多  凜太朗 渡部 　⾶飛尚
濤学館 濤学館 ユヤーズ ユヤーズ
笠井 　彩葉 葛⻄西 　優花 池⽥田 　真⽩白 成⽥田 　⾥里胡
ユヤーズ ユヤーズ 佛⼼心塾 札幌⻫斉藤道場
徳光 　⿓龍 佐藤  京樹 ⼤大⼭山  輪空朗 川島 　⼤大和
濤学館 ユヤーズ 誠道館 志聖舘

森⾕谷  ⼼心々菜 新⽥田 　美海 ⽯石⽥田 　瑞貴 ⼩小岩 　紗綺
濤学館 ユヤーズ コナミ円⼭山 コナミ⽩白⽯石
菅原 　彬聖 井𡈽 　脩⼈人 計良 　拓実 佐藤 　歓典
ユヤーズ 濤学館 ユヤーズ 誠道館
⼭山本 　叶夢 川瀬  のぞみ 井村  萌々花 佐野 　遥⾹香
勧仁塾札幌 修道館 修道館 寺⽥田道場
⼭山本  ⽇日実⼦子 橋本 　夢絵 深澤 　⾹香奈 佐々⽊木  みく
誠道館 コナミ⽩白⽯石 北陽会 丸與志舘道場⽉月寒⽀支部
⽊木村 　崇 ⻑⾧長内 　勇磨 村松 　祐輔 沼⽥田  翔吾
ユヤーズ 北陽会 ユヤーズ 北海道科学⼤大学
岩井 　謡 佐藤  久美⼦子 本間 　鈴⾳音 岡⽥田 　綾⼦子
ユヤーズ ユヤーズ 寺⽥田道場 北桜館

⼀一般男⼦子の部

⼀一般⼥女⼦子の部

中学１年男⼦子の部

中学１年⼥女⼦子の部

中学２年男⼦子の部

中学２年⼥女⼦子の部

中学３年⼥女⼦子の部

幼児の部

⼩小学６年⼥女⼦子の部

⼩小学１年男⼦子の部

⼩小学１年⼥女⼦子の部

⼩小学２年男⼦子の部

⼩小学２年⼥女⼦子の部

⼩小学３年男⼦子の部

⼩小学３年⼥女⼦子の部

⼩小学４年男⼦子の部

⼩小学４年⼥女⼦子の部

⼩小学５年男⼦子の部

⼩小学５年⼥女⼦子の部

⼩小学６年男⼦子の部



第56回 　札幌市⺠民⼤大会 　空⼿手道競技の戦績

【個 　⼈人 　組 　⼿手】 平成28年10⽉月16⽇日(⽇日) 　⽩白⽯石区体育館
種 　 　 　⽬目 優 　 　 　勝 準 　優 　勝 第 　３ 　位

吉村 　洸 寺⽥田 　凛 ⽮矢野根 　星良 中⽥田 　湧⼠士
寺⽥田道場 寺⽥田道場 平澤道場 寺⽥田道場

保⾕谷 　陽⼀一⾳音 坪⽥田 　輝覇 岸⽥田 　悠秀 阿賀 　匠⽣生
濤学館 明空義塾札幌 ユヤーズ 北空館

⽇日向寺 　茉⼦子 澤⽥田 　光紗 ⻑⾧長⾕谷川 　凛々 飯⽥田 　花
寺⽥田道場 ユヤーズ ユヤーズ ユヤーズ
⽥田中 　隆元 飯島 　楓⽃斗 川村 　光世 宮⼝口 　春輝
佛⼼心塾 明空義塾札幌 寺⽥田道場 寺⽥田道場

⼭山根  誇乃美 久保 　璃桜 村中 　優⾥里 三浦 　由愛
濤学館 寺⽥田道場 丸與志舘道場⽉月寒⽀支部 佛⼼心塾
久保 　祐真 村上 　宥⼼心 能登 　陽向 北⼭山 　颯⼈人
寺⽥田道場 平澤道場 明倫館 ユヤーズ
荒⽊木 　果凜 齋藤 　夢華 花⽥田 　蘭 桐⽣生 　愛和
明空義塾札幌 明空義塾札幌 ユヤーズ 濤学館
⻑⾧長沼 　冬和 板東 　治蔵 道下 　瑛太 三浦 　礼誉
札幌⻫斉藤道場 寺⽥田道場 寺⽥田道場 佛⼼心塾
北本 　⼩小晴 佐藤 　真実 ⼩小林 　絢 岡⽥田 　こころ
明空義塾札幌 勧仁塾札幌 明空義塾札幌 明空義塾札幌
佐々⽊木  威真 ⽯石川  健太郎 北野 　愛翔 内海 　耀介
明空義塾札幌 明空義塾札幌 寺⽥田道場 コナミ⽩白⽯石
秋林 　朋花 林 　真央 塚原 　あや 後藤 　楓華
寺⽥田道場 コナミ円⼭山 修道館 寺⽥田道場
⼤大巻  孝太朗 ⾕谷⼝口 　隼⼤大 中⼭山 　⼤大輝 ⽥田中 　裕元
ユヤーズ 明空義塾札幌 寺⽥田道場 佛⼼心塾
佐野 　愛実 望⽉月  あかり 阿部 　結⾐衣 佐藤 　桃花
寺⽥田道場 明空義塾札幌 志聖舘 北空館
⽯石⿊黒  倫之介 北⼭山 　凌也 ⽥田中 　陽 上⽥田  倫太郎
ユヤーズ ユヤーズ 寺⽥田道場 ユヤーズ
後藤 　星奈 久保⽥田  咲貴 上⽥田 　璃⾳音 加藤 　咲良
寺⽥田道場 寺⽥田道場 志聖舘 勧仁塾札幌
加藤 　慧悟 仁平 　⼤大樹 ⾼高嶌 　佑多 松下 　慶祐
寺⽥田道場 勧仁塾札幌 勧仁塾札幌 平澤道場
仁平 　美来 北本 　杏莉 南保 　咲空 後藤 　空
勧仁塾札幌 明空義塾札幌 明空義塾札幌 寺⽥田道場
⼭山根 　昇⾺馬 佐々⽊木  政治 ⼭山内  竣太郎 阿部 　裕太
濤学館 和道流 　空⽞玄塾 北陽会 志聖舘
前⽥田 　詩菜 ⼤大⻄西 　綾乃

和道流 　空⽞玄塾 和道連合札幌中央
⼤大塚 　将司 ⼩小⽥田桐  ⼀一輝   寿崎  凱⼈人 ⽊木村 　崇
北翔⼤大学 北海道科学⼤大学 北海道科学⼤大学 ユヤーズ
上村 　奈央 郡⾕谷 　真実 奥⼭山 　麗翔 原 　砂美
北翔⼤大学 寺⽥田道場 北翔⼤大学 松涛会南道場

⼀一般男⼦子の部

⼀一般⼥女⼦子の部

中学１年男⼦子の部

中学１年⼥女⼦子の部

中学２年男⼦子の部

中学２年⼥女⼦子の部

中学３年男⼦子の部

中学３年⼥女⼦子の部

幼児の部

⼩小学６年⼥女⼦子の部

⼩小学１年男⼦子の部

⼩小学１年⼥女⼦子の部

⼩小学２年男⼦子の部

⼩小学２年⼥女⼦子の部

⼩小学３年男⼦子の部

⼩小学３年⼥女⼦子の部

⼩小学４年男⼦子の部

⼩小学４年⼥女⼦子の部

⼩小学５年男⼦子の部

⼩小学５年⼥女⼦子の部

⼩小学６年男⼦子の部


