
第56回　札幌市民大会　空手道競技の戦績

【個　人　形】 平成27年10月18日(日)　白石区体育館

種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 第　３　位

平須賀　咲綾 長谷川　凛々 飯田　花 武田　寧々

修道館（厚別） ユヤーズ ユヤーズ 濤学館

菅原　弥 熊谷　凛樹 山上　絢登 龍方　響生

修道館（厚別） 修道館（清田） ユヤーズ ユヤーズ

藤原　希美 荒木　紀音 大野　知央 鎌田　國亜

寺田道場 修道館（厚別） 北海道木村道場 修道館（中央）

渡部　直衛 梛　優心 池田　隼 藤井　有多琉

ユヤーズ 濤学館 修道館（厚別） 北海道木村道場

川口　柚子 田中　理子 斉藤　日奈里 谷野　小絵

志聖舘 北海道木村道場 修道館（厚別） スポーツクラブZIP

飯田　輝 大岡　生磨 峯村　凌河 依田　悠聖

ユヤーズ 寺田道場 明倫館 札幌斉藤道場

山口　寧々 村松　花奈 川村　あい 鎌田　海憂

濤学館 ユヤーズ 札幌斉藤道場 修道館（中央）

永谷　烈 前川　滉明 新保　貴弘 中村　碧海

和道会札幌西支部 コナミ西岡 志聖舘 松涛会　南道場

久保田　真貴 橋本　舞 田屋　陽莉 千田　紗季里

寺田道場 濤学館 勧仁塾札幌 ユヤーズ

三留　幹太 渡部　飛尚 佐藤　陸 山本　蒼太

志聖舘 ユヤーズ 誠道館 濤学館

笠井　彩葉 葛西　優花 中田　結優 松井　愛莉

ユヤーズ ユヤーズ 明空義塾札幌 寺田道場

佐藤　京樹 伊藤　爽良 春日勇輝 矢野根　啓斗

ユヤーズ 北海道木村道場 誠道館 平澤道場

森谷　心々菜 壷田　愛莉 小岩　紗綺 石田　瑞貴

濤学館 ユヤーズ コナミ白石 コナミ札幌円山

井土` 脩人 石田　洸太 計良　拓実 佐藤歓典

濤学館 勧仁塾札幌 ユヤーズ 誠道館

川瀬　のぞみ 井村　萌々花 佐々木遥菜 佐野　遥香

修道館（清田） 修道館（厚別） 誠道館 寺田道場

武村　貫汰 峯田　楽央 山本　尊 古川　翔揮

濤学館 ユヤーズ ユヤーズ ユヤーズ

橋本　夢絵 佐々木　みく 北川　日菜子 山本日実子

コナミ白石 丸與志館道場　月寒支部 コナミ白石 誠道館

加藤　　 蓮 中島準希 寺島　幸汰

勧仁塾札幌 空真塾　北道場 明倫館

嶋本　有紗 小熊　愛羅 佐藤　瑠華

ユヤーズ 北陽会 和道会札幌東支部

窪田悠介 松濱拓斗 澗張　翔大 村上　颯

札幌手稲高校 札幌手稲高校 札幌英藍高校 札幌英藍高校

平田　萌恵 土井　由佳 中村茉穂 早坂　優奈

北星学園女子高校 札幌北高校 札幌手稲高校 札幌東陵高等学校

沼田　翔吾 長内　勇磨 菅原　大空 佐藤　正隆

北海道科学大学 北陽会 松涛会　南道場 松涛会　南道場

岩井　謡 年藤さとみ 東　沙季 嵯峨　好子

ユヤーズ 拳忍会 札空会 ユヤーズ

高校生男子の部

高校生女子の部

一般男子の部

一般女子の部

中学１年男子の部

中学１年女子の部

中学２年男子の部

中学２年女子の部

中学３年男子の部

中学３年女子の部

幼児の部

小学６年女子の部

小学１年男子の部

小学１年女子の部

小学２年男子の部

小学２年女子の部

小学３年男子の部

小学３年女子の部

小学４年男子の部

小学４年女子の部

小学５年男子の部

小学５年女子の部

小学６年男子の部



第56回　札幌市民大会　空手道競技の戦績

【個　人　組　手】 平成27年10月18日(日)　白石区体育館

種　　　目 優　　　勝 準　優　勝 第　３　位

嵯峨　佳依 保谷　陽一音 阿賀　匠生 佐藤　楓斗

ユヤーズ 濤学館 北空館 北空館

川村　光世 田中　隆元 袋井　想之介 安藤　優

寺田道場 佛心塾 コナミ西岡 修道館（清田）

山根　誇乃美 太田　花 三浦　由愛 秋林　優花

濤学館 明空義塾札幌 佛心塾 寺田道場

久保　祐真 坂川　桐生 中田　一輝 小林　航大

寺田道場 北桜館 明空義塾札幌 コナミ西岡

桐生　愛和 齋藤　夢華 荒木　果凜 花田　蘭

濤学館 明空義塾札幌 明空義塾札幌 ユヤーズ

米谷　春琥 有田　優生 板東　治蔵 藤原　悠生

ユヤーズ 明倫館 寺田道場 寺田道場

稲田　直 小林　絢 岡田　こころ 北本　小晴

ユヤーズ 明空義塾札幌 明空義塾札幌 明空義塾札幌

井土` 蒔人 大塚　柚也 石川　健太郎 辻　琥伯

濤学館 明空義塾札幌 明空義塾札幌 修道館（清田）

後藤　楓華 秋林　朋花 嵯峨　芽依 伊藤　凌香

寺田道場 寺田道場 ユヤーズ 希望塾

宇井　悠時 谷口　隼大 大巻　孝太朗 三浦　礼久

寺田道場 　　　　明空義塾札幌 ユヤーズ 佛心塾

佐野　愛実 阿部　結衣 望月　あかり 田澤いのり

寺田道場 志聖舘 明空義塾札幌 空真塾　北道場

徳光　龍 田中　陽 藤井　涼太 北山　凌也

濤学館 寺田道場 平澤道場 ユヤーズ

久保田　咲貴 後藤　星奈 加藤　咲良 三浦　唯花

寺田道場 寺田道場 勧仁塾札幌 明空義塾札幌

高嶌　佑多 仁平　大樹 出口　冬宙 金子　晃大

勧仁塾札幌 勧仁塾札幌 ユヤーズ 明空義塾札幌

南保　咲空 北本　杏莉 仁平　美来 後藤　空

明空義塾札幌 明空義塾札幌 勧仁塾札幌 寺田道場

千田　拳翔 山根　昇馬 中村　岳 阿部　裕太

ユヤーズ 濤学館 志聖舘 志聖舘

前田　詩菜 佐々木　美琉 近藤　千陽 大西　綾乃

和道流空玄塾 明空義塾札幌 希望塾 和道連合札幌中央

鈴木　貴博 森谷　竜成 得地　琉葵 村上　銀太

松濤会 濤学館 丸與志館道場　月寒支部 札幌斉藤道場

南保空花 鈴木　敦弓 北見　彩楓

明空義塾札幌 濤学館 北陽会

大宮　悠介 大橋　力士 窪田悠介 道下雄斗

札幌英藍高校 札幌英藍高校 札幌手稲高校 札幌啓成高等学校

原田　莉衣 久保田　美貴 蛯澤麻鈴 安海　夏希

札幌英藍高校 札幌英藍高校 札幌啓成高等学校 札幌英藍高校

大塚　将司 中塚　健斗 荒木　祐 柿崎　大輔

北翔大学 北海道科学大学 修道館（清田） 北翔大学

岩井　謡 年藤さとみ 郡谷　真実 東　沙季

ユヤーズ 拳忍会 寺田道場 札空会

高校生男子の部

高校生女子の部

一般男子の部

一般女子の部

中学１年男子の部

中学１年女子の部

中学２年男子の部

中学２年女子の部

中学３年男子の部

中学３年女子の部

幼児の部

小学６年女子の部

小学１年男子の部

小学１年女子の部

小学２年男子の部

小学２年女子の部

小学３年男子の部

小学３年女子の部

小学４年男子の部

小学４年女子の部

小学５年男子の部

小学５年女子の部

小学６年男子の部


