
1 役員 大角 忠義
2 役員 平澤高志
3 役員 佐藤　収次　
4 ドクター 松下先生
5 審判長 千田裕也（YKS・糸東）
6 審判 寺田徹也（寺田道場・松濤）
7 審判 山村健太郎（勧仁塾・松濤）
8 審判 原田英紀（寺田道場・松濤）
9 審判 山田建次（マルヨシ・松濤）
10 審判 吉田奨（空月会・松濤）
11 審判 齋藤雄一（和道）
12 審判 品田直子（濤学館・松濤）
13 審判 荒屋知一（濤学館・松濤）
14 審判 北山裕基（YKS・糸東）
15 審判 山津卓也（寺田道場・松濤）
16 審判 千田深雪（YKS・糸東）
17 審判 山本直子（ＹＫＳ・糸東）
18 審判 七尾大介（七尾道場・松濤）
19 審判 田邊　功（養心館・松濤）
20 審判 奥野典子（誠道館・松濤）
21 審判 佐藤大輔（空手倶楽部・松濤）
22 審判 岸本一樹（教研室蘭・和道）
23 審判 岡田昌吾（誠道館・松濤）
24 審判 山下 誉民（濤学館・松濤）
25 審判 木村　学（木村道場・松濤館）
26 審判 本田　隆幸（帯農高・松濤）
27 審判 村山　英宣（和道）
28 審判 曾山　武則（皇人館）
29 コート係 ユヤーズご父兄　NO1
30 コート係 ユヤーズご父兄　NO2
31 コート係 ユヤーズご父兄　NO3
32 コート係 ユヤーズご父兄　NO4
33 コート係 ユヤーズご父兄　NO5
34 コート係 誠道館ご父兄　NO1 
35 コート係 誠道館ご父兄　NO2
36 コート係 誠道館ご父兄　NO3
37 コート係 誠道館ご父兄　NO4
38 コート係 誠道館ご父兄　NO5
39 コート係 濤学館ご父兄　NO1 
40 コート係 濤学館ご父兄　NO2
41 コート係 濤学館ご父兄　NO3 
42 コート係 濤学館ご父兄　NO4
43 コート係 濤学館ご父兄　NO5

駐車券番号



44 受付・弁当 寺田道場ご父兄　NO1 
45 受付・弁当 寺田道場ご父兄　NO2
46 受付・弁当 寺田道場ご父兄　NO3
47 受付・弁当 寺田道場ご父兄　NO4
48 受付・弁当 寺田道場ご父兄　NO5
49 駐車場係 札幌空手倶楽部ご父兄　NO1 
50 駐車場係 札幌空手倶楽部ご父兄　NO2 
51 駐車場係 札幌空手倶楽部ご父兄　NO3 
52 本部記録 札幌手稲高校　NO1 藤本先生
53 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO1 
54 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO2
55 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO3
56 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO4
57 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO5
58 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO6
59 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO7
60 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO8
61 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO9
62 割り当て分 寺田道場　割り当て分　NO10
63 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO1 
64 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO2 
65 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO3 
66 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO4 
67 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO5
68 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO6
69 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO7
70 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO8
71 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO9
72 割り当て分 ユヤーズ　割り当て分　NO10
73 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO1 
74 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO2 
75 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO3
76 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO4
77 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO5
78 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO6
79 割り当て分 誠道館　割り当て分　NO7
80 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO1 　 
81 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO2 　 
82 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO3 　
83 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO4 　
84 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO5 　
85 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO6 　
86 割り当て分 濤学館　割り当て分　NO7 　
87 割り当て分 勧仁塾札幌　割り当て分　NO1
88 割り当て分 勧仁塾札幌　割り当て分　NO2 
89 割り当て分 勧仁塾札幌　割り当て分　NO3



90 割り当て分 丸與志館宮の沢　割り当て分　NO1 
91 割り当て分 丸與志館宮の沢　割り当て分　NO2 
92 割り当て分 丸與志館宮の沢　割り当て分　NO3
93 割り当て分 丸與志館宮の沢　割り当て分　NO4
94 割り当て分 札幌空手倶楽部　割り当て分　NO1 
95 割り当て分 札幌空手倶楽部　割り当て分　NO2 
96 割り当て分 札幌空手倶楽部　割り当て分　NO3
97 割り当て分 札幌空手倶楽部　割り当て分　NO4
98 割り当て分 和道西　割り当て分　NO1 
99 割り当て分 和道西　割り当て分　NO2 
100 割り当て分 和道西　割り当て分　NO3 


