
種目

番号

1 1 幼児形 齊藤　きい 平澤道場 女

2 1 幼児形 田中　美晴 平澤道場 女

3 2 小学1年生男子形 太子　佳祐 平澤道場 男 小1

4 6 小学3年生男子形 太子　晃大朗 平澤道場 男 小3

5 6 小学3年生男子形 田中　勇輝 平澤道場 男 小3

6 7 小学3年生女子形 高橋　葵 平澤道場 女 小3

7 7 小学3年生女子形 齊藤　めい 平澤道場 女 小3

8 8 小学4年生男子形（初級の部） 黒田　啓資 平澤道場 男 小4

9 8 小学4年生男子形（初級の部） 坂尻　伍 平澤道場 男 小4

10 9 小学4年生男子形（上級の部） 荒木　綜真 平澤道場 男 小4

11 9 小学4年生男子形（上級の部） 齊藤　柊友 平澤道場 男 小4

12 10 小学4年生女子形（初級の部） 加茂　愛蘭 平澤道場 女 小4

13 10 小学4年生女子形（初級の部） 中野　凛咲子 平澤道場 女 小4

14 13 小学5年生男子形（上級の部） 安藤　聖 平澤道場 男 小5

15 13 小学5年生男子形（上級の部） 高崎　颯雅 平澤道場 男 小5

16 14 小学5年生女子形（初級の部） 高橋　凜 平澤道場 女 小5

17 15 小学5年生女子形（上級の部） 田中　笑奈 平澤道場 女 小5

18 16 小学6年生男子形（初級の部） 関　健汰 平澤道場 男 小6

19 20 中学1年男子形（初級の部） 佐藤　羽 平澤道場 男 中1

20 21 中学1年男子形（上級の部） 松下　遼祐 平澤道場 男 中1

21 25 中学2年男子形（上級の部） 安藤　岳 平澤道場 男 中2

22 29 中学３年男子形（上級の部） 村上　宥心 平澤道場 男 中3

23 41 マスターズ男子形（上級の部） 田代　圭司 平澤道場 男

24 41 マスターズ男子形（上級の部） 中谷　儀博 平澤道場 男

25 44 幼年組手 齊藤　きい 平澤道場 女

26 44 幼年組手 田中　美晴 平澤道場 女

27 44 幼年組手 平澤　葵 平澤道場 女

28 45 小学1年生男子組手 太子　佳祐 平澤道場 男 小1

29 45 小学1年生男子組手 石山　廉 平澤道場 男 小1

30 47 小学２年生男子組手 山田　啓瑚 平澤道場 男 小2

31 49 小学３年生男子組手 臼井　陽亮 平澤道場 男 小3

32 49 小学３年生男子組手 太子　晃大朗 平澤道場 男 小3

33 49 小学３年生男子組手 田中　勇輝 平澤道場 男 小3
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34 49 小学３年生男子組手 中谷　太一 平澤道場 男 小3

35 50 小学３年生女子組手 高橋　葵 平澤道場 女 小3

36 50 小学３年生女子組手 齊藤　めい 平澤道場 女 小3

37 52 小学4年生男子組手（上級の部） 荒木　綜真 平澤道場 男 小4

38 52 小学4年生男子組手（上級の部） 齊藤　柊友 平澤道場 男 小4

39 52 小学4年生男子組手（上級の部） 安村　奏芽 平澤道場 男 小4

40 53 小学4年生女子組手（初級の部） 加茂　愛蘭 平澤道場 女 小4

41 56 小学５年生男子組手（上級の部） 安藤　聖 平澤道場 男 小5

42 56 小学５年生男子組手（上級の部） 高崎　颯雅 平澤道場 男 小5

43 57 小学５年生女子組手（初級の部） 高橋　凜 平澤道場 男 小5

44 58 小学５年生女子組手（上級の部） 田中　笑奈 平澤道場 女 小5

45 59 小学6年生男子組手（初級の部） 関　健汰 平澤道場 男 小6

46 60 小学6年生男子組手（上級の部） 安村　凌芽 平澤道場 男 小6

47 60 小学6年生男子組手（上級の部） 山田　健翔 平澤道場 男 小6

48 64 中学１年男子組手（上級の部） 平澤　奏志 平澤道場 男 中1

49 64 中学１年男子組手（上級の部） 松下　遼祐 平澤道場 男 中1

50 68 中学2年男子組手（上級の部） 安藤　岳 平澤道場 男 中2

51 68 中学2年男子組手（上級の部） 菊地　来輝 平澤道場 男 中2

52 70 中学2年女子組手（上級の部） 荒木　紀音 平澤道場 女 中2

53 72 中学３年男子組手（上級の部） 伊東　志堂 平澤道場 男 中3

54 72 中学３年男子組手（上級の部） 藤井　純平 平澤道場 男 中3

55 72 中学３年男子組手（上級の部） 村上　宥心 平澤道場 男 中3

56 2 小学1年生男子形 中川　陽介 松涛会 男 小１

57 4 小学2年生男子形 藤田　橙葉 松涛会 男 小２

58 4 小学2年生男子形 村上　冬芽 松涛会 男 小２

59 15 小学5年生女子形（上級の部） 佐藤　日菜 松涛会 女 小５

60 17 小学6年生男子形（上級の部） 藤田　若葉 松涛会 男 小６

61 47 小学２年生男子組手 藤田　橙葉 松涛会 男 小２

62 58 小学５年生女子組手（上級の部） 佐藤　日菜 松涛会 女 小５

63 60 小学6年生男子組手（上級の部） 藤田　若葉 松涛会 男 小６

64 41 マスターズ男子形（上級の部） 古谷　裕介 松涛会南道場 男 一般

65 37 一般男子形（上級の部） 菅原　大空 松涛会南道場 男 一般

66 37 一般男子形（上級の部） 駒込　大 松涛会南道場 男 一般

67 39 一般女子形（上級の部） 樋口　瑞希 松涛会南道場 女 一般

68 39 一般女子形（上級の部） 大和田　栞 松涛会南道場 女 大学

69 19 小学6年生女子形（上級の部） 砂田　由衣奈 松涛会南道場 女 小6

70 25 中学2年男子形（上級の部） 猪股　士郎 松涛会南道場 男 中２



71 10 小学4年生女子形（初級の部） 久保田　唯愛 松涛会北道場 女 小４

72 31 中学3年女子形（上級の部） 富樫　萌々菜 松涛会北道場 女 中３

73 80 一般男子組手（上級の部） 佐藤　慶次郎 松涛会北道場 男 一般

74 12 小学5年生男子形（初級の部） 白土　琉翔 松涛会北道場 男 小５

75 12 小学5年生男子形（初級の部） 畠山　大知 松涛会北道場 男 小５

76 55 小学5年生男子組手（初級の部） 畠山　大知 松涛会北道場 男 小５

77 59 小学6年生男子組手（初級の部） 大田　陽真 松涛会北道場 男 小６

78 33 高校生男子形（上級の部） 永谷　烈 北海道札幌東高等学校 男 高2

79 35 高校生女子形（上級の部） 長多　真白 札幌厚別高等学校 女 高2

80 76 高校生男子組手（上級の部） 栗林　歩 札幌厚別高等学校 男 高2

81 76 高校生男子組手（上級の部） 平野　根生 札幌厚別高等学校 男 高2

82 33 高校生男子形（上級の部） 齊藤　航大 札幌厚別高等学校 男 高2

83 76 高校生男子組手（上級の部） 白川　琥珀 札幌厚別高等学校 男 高2

84 34 高校生女子形（初級の部） 工藤　来雪 札幌厚別高等学校 女 高1

85 34 高校生女子形（初級の部） 成田　叶望 札幌厚別高等学校 女 高1

86 77 高校生女子組手（初級の部） 成田　叶望 札幌厚別高等学校 女 高1

87 32 高校生男子形（初級の部） 𠮷田　歓太 札幌厚別高等学校 男 高1

88 75 高校生男子組手（初級の部） 𠮷田　歓太 札幌厚別高等学校 男 高1

89 34 高校生女子形（初級の部） 稲川　和花 札幌厚別高等学校 女 高1

90 77 高校生女子組手（初級の部） 稲川　和花 札幌厚別高等学校 女 高1

91 32 高校生男子形（初級の部） 齋藤　汰地 札幌厚別高等学校 男 高1

92 75 高校生男子組手（初級の部） 齋藤　汰地 札幌厚別高等学校 男 高1

93 1 幼児形 阪本　苺衣子 ユヤーズ 女 幼年

94 1 幼児形 日向寺　奏多 ユヤーズ 男 幼年

95 1 幼児形 早瀬　龍真 ユヤーズ 男 幼年

96 1 幼児形 對木　奏太 ユヤーズ 男 幼年

97 2 小学1年生男子形 佐藤　丈輔 ユヤーズ 男 小1

98 4 小学2年生男子形 高谷　ルイ ユヤーズ 男 小2

99 4 小学2年生男子形 阪本　湊真 ユヤーズ 男 小2

100 7 小学3年生女子形 高橋　里緒 ユヤーズ 女 小3

101 10 小学4年生女子形(初級の部） 高橋　真実 ユヤーズ 女 小4

102 11 小学4年生女子形(上級の部） 齊木　百佳 ユヤーズ 女 小4

103 10 小学4年生女子形(初級の部） 阪本　莉衣奈 ユヤーズ 女 小4

104 9 小学4年生男子形(上級の部） 新田　一晴 ユヤーズ 男 小4

105 9 小学4年生男子形(上級の部） 日向寺　佑弥 ユヤーズ 男 小4

106 9 小学4年生男子形(上級の部） 寺田　雅晶 ユヤーズ 男 小4

107 9 小学4年生男子形(上級の部） 橋本　空 ユヤーズ 男 小4



108 19 小学6年生女子形（上級の部） 對木　琴奈 ユヤーズ 女 小6

109 19 小学6年生女子形（上級の部） 金谷　すみれ香 ユヤーズ 女 小6

110 19 小学6年生女子形（上級の部） 佐藤　心結 ユヤーズ 女 小6

111 17 小学6年生男子形（上級の部） 町田　悠真 ユヤーズ 男 小6

112 17 小学6年生男子形（上級の部） 石崎　虎太郎 ユヤーズ 男 小6

113 17 小学6年生男子形（上級の部） 寺田　凌駕 ユヤーズ 男 小6

114 17 小学6年生男子形（上級の部） 三木　創太 ユヤーズ 男 小6

115 17 小学6年生男子形（上級の部） モーティマーランドン陽斗 ユヤーズ 男 小6

116 23 中学1年女子形（上級の部） 日向寺　茉子 ユヤーズ 女 中1

117 27 中学2年女子形（上級の部） 高橋　渚 ユヤーズ 女 中2

118 41 マスターズ男子形（上級の部） 高橋　哲夫 ユヤーズ 男 マスターズ

119 44 幼年組手 阪本　苺衣子 ユヤーズ 女 幼年

120 44 幼年組手 日向寺　奏多 ユヤーズ 男 幼年

121 44 幼年組手 早瀬　龍真 ユヤーズ 男 幼年

122 44 幼年組手 對木　奏太 ユヤーズ 男 幼年

123 45 小学1年生男子組手 佐藤　丈輔 ユヤーズ 男 小1

124 47 小学２年生男子組手 高谷　ルイ ユヤーズ 男 小2

125 47 小学２年生男子組手 阪本　湊真 ユヤーズ 男 小2

126 50 小学３年生女子組手 高橋　里緒 ユヤーズ 女 小3

127 54 小学4年生女子組手（上級の部） 齊木　百佳 ユヤーズ 女 小4

128 53 小学4年生女子組手（初級の部） 阪本　莉衣奈 ユヤーズ 女 小4

129 54 小学4年生女子組手（上級の部） 佐藤　結絆 ユヤーズ 女 小4

130 52 小学4年生男子組手（上級の部） 新田　一晴 ユヤーズ 男 小4

131 52 小学4年生男子組手（上級の部） 日向寺　佑弥 ユヤーズ 男 小4

132 52 小学4年生男子組手（上級の部） 寺田　雅晶 ユヤーズ 男 小4

133 52 小学4年生男子組手（上級の部） 橋本　空 ユヤーズ 男 小4

134 62 小学6年生女子組手（上級の部） 對木　琴奈 ユヤーズ 女 小6

135 60 小学6年生男子組手（上級の部） 上谷　海 ユヤーズ 男 小6

136 60 小学6年生男子組手（上級の部） 町田　悠真 ユヤーズ 男 小6

137 60 小学6年生男子組手（上級の部） 寺田　凌駕 ユヤーズ 男 小6

138 60 小学6年生男子組手（上級の部） 三木　創太 ユヤーズ 男 小6

139 60 小学6年生男子組手（上級の部） モーティマーランドン陽斗 ユヤーズ 男 小6

140 66 中学１年女子組手（上級の部） 嵯峨　佳依 ユヤーズ 女 中1

141 66 中学１年女子組手（上級の部） 日向寺　茉子 ユヤーズ 女 中1

142 63 中学１年男子組手（初級の部） 阪本　悠翔 ユヤーズ 男 中1

143 70 中学2年女子組手（上級の部） 上谷　海優 ユヤーズ 女 中2

144 76 高校生男子組手（上級の部） 上谷　海虎 ユヤーズ 男 高1



145 84 マスターズ男子組手（上級の部） 高橋　哲夫 ユヤーズ 男 マスターズ

146 5 小学2年生女子形 野村　花鈴 拳忍会 女 小2

147 48 小学2年生女子組手 野村　花鈴 拳忍会 女 小2

148 33 高校生男子形（上級の部） 野村　宏樹 拳忍会 男 高2

149 6 小学3年生男子形 沼山　優雅 養心館 男 小3

150 6 小学3年生男子形 高橋　孝宜 養心館 男 小3

151 3 小学1年生女子形 塩谷　陽菜乃 養心館 女 小1

152 10 小学4年生女子形（初級の部） 高橋　果甫 養心館 女 小4

153 14 小学5年生女子形（初級の部） 大高　莉音 養心館 女 小5

154 13 小学5年生男子形（上級の部） 葛西　太陽 養心館 男 小5

155 17 小学6年生男子形（上級の部） 葛西　雄星 養心館 男 小6

156 25 中学2年男子形（上級の部） 竹谷　元稀 養心館 男 中2

157 25 中学2年男子形（上級の部） 秦野　瑛翔 養心館 男 中2

158 46 小学1年生女子組手 塩谷　陽菜乃 養心館 女 小1

159 49 小学３年生男子組手 高橋　孝宜 養心館 男 小3

160 49 小学３年生男子組手 沼山　優雅 養心館 男 小3

161 53 小学4年生女子組手（初級の部） 高橋　果甫 養心館 女 小4

162 57 小学５年生女子組手（初級の部） 大高　莉音 養心館 女 小5

163 56 小学５年生男子組手（上級の部） 葛西　太陽 養心館 男 小5

164 60 小学6年生男子組手（上級の部） 葛西　雄星 養心館 男 小6

165 68 中学2年男子組手（上級の部） 竹谷　元稀 養心館 男 中2

166 68 中学2年男子組手（上級の部） 秦野　瑛翔 養心館 男 中2

167 39 一般女子形（上級の部） 竹谷　恵美子 養心館 女


