
第60回　札幌市民体育大会　空手道競技の戦績
【形の部】 令和元年11月9日(土)　中央体育館

優　　　勝 準　優　勝 第　３　位

谷坂　真実 山北　章仁 辻　　麻陽 松井　春磨

寺田道場 寺田道場 誠道館 濤学館

日向寺　佑弥 岩沢　匡哩 森　　柊仁 土居　悠真

ユヤーズ 誠道館 寺田道場 札幌斉藤道場

平須賀　紀花 橘　　仁湖 保谷　柊空 生田目　茜梨

誠拳塾江別道場 ユヤーズ 濤学館 勧仁塾

池田　　朔 瀬川　蓮斗 北山　　楽 佐々木　草太

修道館 空月會 勧仁塾 誠道館

品田　真琴 佐々木　菜摘 原田　柚希 神部　有来奈

濤学館 寺田道場 誠道館 誠道館

熊谷　琉希 富樫　功靖 西舘　広翔 石崎　虎太郎

寺田道場 松涛会北道場 ユヤーズ ユヤーズ

赤羽　結愛 上杉　伊知香 武田　優杏 片山　　翼

空真塾北道場 誠道館 寺田道場 北陽会

辻　　隼人 坂本　蒼夷 田谷　順之介 宍戸　　耀

誠道館 北空館 松涛会北道場 誠道館

平須賀　咲綾 日向寺　茉子 寺前　天貴 伊達　綾香

誠拳塾江別道場 ユヤーズ 北陽会 濤学館

菅原　　弥 松井　佑真 永谷　維吹 藤原　京汰

誠道館 濤学館 和道会札幌西支部 修道館

鎌田　國亜 藤原　希美 髙橋　　渚 谷坂　和音

誠道館 寺田道場 ユヤーズ 寺田道場

葛西　修真 池田　　隼 飯島　太陽 中川　裕翔

ユヤーズ 修道館 寺田道場 ユヤーズ

富樫　萌々菜 敦賀　晴望 長谷部　さくら 佐藤　あいり

松涛会北道場 ユヤーズ 寺田道場 皇仁館

堀　凜太朗 髙橋　二之助 藤田　青葉 荒屋　林太郎

寺田道場 札幌斉藤道場 松涛会 濤学館

山口　寧々 伊達　真奈美 宇田川　翔琉 鎌田　海憂

濤学館 濤学館 誠拳塾江別道場 誠道館

永谷　　烈 佐藤　　陸 新保　貴弘 本間　隼人

和道会札幌西支部 誠道館 志聖館 コナミもいわ

今村　心優 橋本　　舞 横田　蒼葉 平岡　瑞葵

誠道館 濤学館 北空館 北櫻館

木村　　崇 岩原　恭汰 市澤　侑弥 篠崎　伸太郎

ユヤーズ 北海道科学大学 北海道科学大学 平澤道場

福士　百合子 岡田　綾子 佐藤　久美子 大和田　栞

ユヤーズ 北櫻館 ユヤーズ 松涛会南道場

一般男子の部

一般女子の部

小学６年生女子の部

中学１年生男子の部

中学１年生女子の部

中学２・３年生男子の部

中学２・３年生女子の部

小学４年生男子の部

小学４年生女子の部

小学５年生男子の部

小学５年生女子の部

小学６年生男子の部

幼児の部

小学１年生男子の部

小学１年生女子の部

小学２年生男子の部

小学２年生女子の部

小学３年生男子の部

小学３年生女子の部



第60回　札幌市民体育大会　空手道競技の戦績
【組手の部】 令和元年11月9日(土)　中央体育館

＊種目リスト 優　　　勝 準　優　勝 第　３　位

木下　瑛登 松山　りお 小林　夕日 渡辺　修人

寺田道場 ユヤーズ 丸與志舘本部 誠道館

宮口　大輝 境　　謙心 山本　岬季 鳥居南　多希音

寺田道場 寺田道場 明空義塾札幌 修道館

播磨　理桜 横川　そのか 似鳥　希羽 小玉　花奈

佛心塾 修道館 ユヤーズ 濤学館

脇元　　吏 五十嵐　悠仁 樋口　　薫 竹下　　諒

北陽会 明空義塾札幌 佛心塾 明空義塾札幌

内河　由貴 小山　凜久 長谷川　果凛 尾岸　莉弥

明空義塾札幌 ユヤーズ ユヤーズ 明空義塾札幌

荒木　　逞 姜　　柏匡 藤本　晴太 葛西　雄星

佛心塾 拳聖館 寺田道場 養心館

飯島　陽愛 寺田　　凛 佐藤　璃羽 朝妻　美汎

寺田道場 寺田道場 寺田道場 寺田道場

大巻　佑太朗 相場　柚祁 細川　颯人 下山　　率

ユヤーズ 寺田道場 佛心塾 ユヤーズ

嵯峨　佳依 澤田　光紗 飯田　　花 田中　桃子

ユヤーズ ユヤーズ ユヤーズ 空月會

田中　隆元 飯島　楓斗 竹谷　元稀 三島　歩連

佛心塾 明空義塾札幌 養心館 空月會

村中　優里 太田　　花 本間　梨々花 三浦　歩花

空月會 明空義塾札幌 寺田道場 明空義塾札幌

北山　颯人 久保　祐真 佐藤　　駆 中野　雄太郎

ユヤーズ 寺田道場 寺田道場 志聖館

花田　　蘭 桐生　愛和 播磨　果穂 齋藤　夢華

ユヤーズ 濤学館 佛心塾 明空義塾札幌

板東　治蔵 長沼　冬和 福井　　樹 有田　優生

寺田道場 明空義塾札幌 平澤道場 平澤道場

北本　小晴 今村　彩美 佐藤　真実 葛西　亜月

明空義塾札幌 誠道館 勧仁塾 養心館

大森　光輔 田中　紘元 大塚　柚也 竹谷　采徒

明空義塾札幌 佛心塾 明空義塾札幌 養心館

後藤　楓華 久保田　真貴 吉村　結乃 秋林　朋花

寺田道場 寺田道場 養心館 寺田道場

道下　雄斗 佐々木　翔太 篠崎　伸太郎 岩原　恭汰

北海道科学大学 北海道科学大学 平澤道場 北海道科学大学

小池　雪乃 中村　夏海 郡谷　真実 水戸　榛那

札幌大学 北海道科学大学 寺田道場 拳忍会

小学６年生男子の部

幼児の部

小学１年生男子の部

小学１年生女子の部

小学２年生男子の部

小学２年生女子の部

小学３年生男子の部

小学３年生女子の部

小学４年生男子の部

小学４年生女子の部

小学５年生男子の部

小学５年生女子の部

一般女子の部

小学６年生女子の部

中学１年生男子の部

中学１年生女子の部

中学２・３年生男子の部

中学２・３年生女子の部

一般男子の部


