
種目
番号

1 1 幼児形 髙倉　悠誠 寺田道場 男 幼年

2 1 幼児形 佐藤　悠人 寺田道場 男 幼年

3 1 幼児形 杉本　いろは 寺田道場 女 幼年

4 1 幼児形 高嶌　心暖 寺田道場 女 幼年

5 1 幼児形 手塚　陽翔 寺田道場 男 幼年

6 1 幼児形 加賀　大和 寺田道場 男 幼年

7 1 幼児形 三上　叶泰 寺田道場 男 幼年

8 2 小学１年生男子形 齋藤　稜太 寺田道場 男 小1

9 2 小学１年生男子形 渡邉　樹 寺田道場 男 小1

10 2 小学１年生男子形 吉田　翔真 寺田道場 男 小1

11 2 小学１年生男子形 髙橋　絵翔 寺田道場 男 小1

12 2 小学１年生男子形 三野　桜介 寺田道場 男 小1

13 2 小学１年生男子形 中村　紅音 寺田道場 男 小1

14 2 小学１年生男子形 菊池　真晴 寺田道場 男 小1

15 3 小学１年生女子形 土岐　果瑛 寺田道場 女 小1

16 3 小学１年生女子形 村松　優月 寺田道場 女 小1

17 4 小学２年生男子形 手塚　耕生 寺田道場 男 小2

18 4 小学２年生男子形 杉本　登紀 寺田道場 男 小2

19 4 小学２年生男子形 中野　琢己 寺田道場 男 小2

20 5 小学２年生女子形 土岐　穂佳 寺田道場 女 小2

21 5 小学２年生女子形 髙堂　結那 寺田道場 女 小2

22 6 小学３年生男子形 山北　章仁 寺田道場 男 小3

23 6 小学３年生男子形 宮澤　律渡 寺田道場 男 小3

24 6 小学３年生男子形 本田　悠樹 寺田道場 男 小3

25 6 小学３年生男子形 佐藤　蒼真 寺田道場 男 小3

26 6 小学３年生男子形 福井　悠翔 寺田道場 男 小3

27 6 小学３年生男子形 塩田　厚弘 寺田道場 男 小3

28 6 小学３年生男子形 山口　諒馬 寺田道場 男 小3

29 7 小学３年生女子形 谷坂　真実 寺田道場 女 小3

30 7 小学３年生女子形 齋藤　由依 寺田道場 女 小3

31 7 小学３年生女子形 齊藤　花 寺田道場 女 小3

32 7 小学３年生女子形 宮崎　花 寺田道場 女 小3

33 7 小学３年生女子形 佐々木　心暖 寺田道場 女 小3

34 8 小学４年生男子形（初級の部） 渋谷　雪月 寺田道場 男 小4

35 8 小学４年生男子形（初級の部） 中野　琥太郎 寺田道場 男 小4

種目名 氏　　　名 団　　体　　名 学年男女



種目
番号

種目名 氏　　　名 団　　体　　名 学年男女

36 8 小学４年生男子形（初級の部） 高橋　蓮佑 寺田道場 男 小4

37 8 小学４年生男子形（初級の部） 武田　紘哉 寺田道場 男 小4

38 8 小学４年生男子形（初級の部） 高橋　湊 寺田道場 男 小4

39 8 小学４年生男子形（初級の部） 近藤　颯亮 寺田道場 男 小4

40 9 小学４年生男子形（上級の部） 森　柊仁 寺田道場 男 小4

41 9 小学４年生男子形（上級の部） 吉田　遥翔 寺田道場 男 小4

42 9 小学４年生男子形（上級の部） 和田　悠人 寺田道場 男 小4

43 9 小学４年生男子形（上級の部） 境　謙心 寺田道場 男 小4

44 10 小学４年生女子形（初級の部） 小林　紗雪 寺田道場 女 小4

45 10 小学４年生女子形（初級の部） 春日　咲桜 寺田道場 女 小4

46 10 小学４年生女子形（初級の部） 盛永　結菜 寺田道場 女 小4

47 11 小学４年生女子形（上級の部） 大西　星那 寺田道場 女 小4

48 12 小学５年生男子形（初級の部） 原田　響己 寺田道場 男 小5

49 12 小学５年生男子形（初級の部） 金子　健太郎 寺田道場 男 小5

50 14 小学５年生女子形（初級の部） 中澤　都 寺田道場 女 小5

51 14 小学５年生女子形（初級の部） 神田　紬 寺田道場 女 小5

52 15 小学５年生女子形（上級の部） 佐藤　彩羽 寺田道場 女 小5

53 17 小学６年生男子形（上級の部） 藤本　晴太 寺田道場 男 小6

54 17 小学６年生男子形（上級の部） 木下　偉琥 寺田道場 男 小6

55 17 小学６年生男子形（上級の部） 熊谷　琉希 寺田道場 男 小6

56 18 小学６年生女子形（初級の部） 小林　芽紗 寺田道場 女 小6

57 18 小学６年生女子形（初級の部） 宮田　望乃佳 寺田道場 女 小6

58 19 小学６年生女子形（上級の部） 武田　優杏 寺田道場 女 小6

59 19 小学６年生女子形（上級の部） 伊藤　志 寺田道場 女 小6

60 21 中学１年男子形（上級の部） 大瀧　寛人 寺田道場 男 中1

61 25 中学２年男子形（上級の部） 熊谷　凛樹 寺田道場 男 中2

62 27 中学２年女子形（上級の部） 本間　梨々花 寺田道場 女 中2

63 29 中学３年男子形（上級の部） 大山　航平 寺田道場 男 中3

64 44 幼児組手 杉本　いろは 寺田道場 女 幼年

65 44 幼児組手 高嶌　心暖 寺田道場 女 幼年

66 44 幼児組手 手塚　陽翔 寺田道場 男 幼年

67 45 小学１年生男子組手 齋藤　稜太 寺田道場 男 小1

68 45 小学１年生男子組手 三野　桜介 寺田道場 男 小1

69 45 小学１年生男子組手 西藤　聡一郎 寺田道場 男 小1

70 46 小学１年生女子組手 土岐　果瑛 寺田道場 女 小1
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71 46 小学１年生女子組手 村松　優月 寺田道場 女 小1

72 47 小学２年生男子組手 手塚　耕生 寺田道場 男 小2

73 47 小学２年生男子組手 斉藤　由羽斗 寺田道場 男 小2

74 47 小学２年生男子組手 石川　慶悟 寺田道場 男 小2

75 47 小学２年生男子組手 杉本　登紀 寺田道場 男 小2

76 47 小学２年生男子組手 一戸　惺太 寺田道場 男 小2

77 47 小学２年生男子組手 中野　琢己 寺田道場 男 小2

78 47 小学２年生男子組手 中村　皇斗 寺田道場 男 小2

79 48 小学２年生女子組手 土岐　穂佳 寺田道場 女 小2

80 48 小学２年生女子組手 髙堂　結那 寺田道場 女 小2

81 49 小学３年生男子組手 本田　悠樹 寺田道場 男 小3

82 49 小学３年生男子組手 木下　瑛登 寺田道場 男 小3

83 49 小学３年生男子組手 山津　蓮太郎 寺田道場 男 小3

84 49 小学３年生男子組手 宮澤　律渡 寺田道場 男 小3

85 49 小学３年生男子組手 佐藤　蒼真 寺田道場 男 小3

86 49 小学３年生男子組手 山田　晧斗 寺田道場 男 小3

87 50 小学３年生女子組手 齋藤　由依 寺田道場 女 小3

88 50 小学３年生女子組手 髙橋　陽菜乃 寺田道場 女 小3

89 51 小学４年生男子組手（初級の部） 渋谷　雪月 寺田道場 男 小4

90 51 小学４年生男子組手（初級の部） 中野　琥太郎 寺田道場 男 小4

91 51 小学４年生男子組手（初級の部） 高橋　蓮佑 寺田道場 男 小4

92 51 小学４年生男子組手（初級の部） 武田　紘哉 寺田道場 男 小4

93 52 小学４年生男子組手（上級の部） 森　柊仁 寺田道場 男 小4

94 52 小学４年生男子組手（上級の部） 境　謙心 寺田道場 男 小4

95 52 小学４年生男子組手（上級の部） 山本　柊 寺田道場 男 小4

96 52 小学４年生男子組手（上級の部） 髙堂　遥仁 寺田道場 男 小4

97 56 小学５年生男子組手（上級の部） 能登　息吹 寺田道場 男 小5

98 56 小学５年生男子組手（上級の部） 中村　太星 寺田道場 男 小5

99 57 小学５年生女子組手（初級の部） 中澤　都 寺田道場 女 小5

100 57 小学５年生女子組手（初級の部） 神田　紬 寺田道場 女 小5

101 58 小学５年生女子組手（上級の部） 佐々木　菜摘 寺田道場 女 小5

102 58 小学５年生女子組手（上級の部） 佐藤　彩羽 寺田道場 女 小5

103 60 小学６年生男子組手（上級の部） 森　奏仁 寺田道場 男 小6

104 60 小学６年生男子組手（上級の部） 吉村　洸 寺田道場 男 小6

105 60 小学６年生男子組手（上級の部） 藤本　晴太 寺田道場 男 小6
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106 60 小学６年生男子組手（上級の部） 中瀬　敦貴 寺田道場 男 小6

107 61 小学６年生女子組手（初級の部） 宮田　望乃佳 寺田道場 女 小6

108 62 小学６年生女子組手（上級の部） 寺田　凛 寺田道場 女 小6

109 62 小学６年生女子組手（上級の部） 飯島　陽愛 寺田道場 女 小6

110 62 小学６年生女子組手（上級の部） 伊藤　志 寺田道場 女 小6

111 62 小学６年生女子組手（上級の部） 富樫　凛 寺田道場 女 小6

112 64 中学１年男子組手（上級の部） 山津　朔太郎 寺田道場 男 中1

113 64 中学１年男子組手（上級の部） 相場　柚祁 寺田道場 男 中1

114 64 中学１年男子組手（上級の部） 大瀧　寛人 寺田道場 男 中1

115 68 中学２年男子組手（上級の部） 川村　光世 寺田道場 男 中2

116 68 中学２年男子組手（上級の部） 熊谷　凛樹 寺田道場 男 中2

117 68 中学２年男子組手（上級の部） 石川　碧音 寺田道場 男 中2

118 68 中学２年男子組手（上級の部） 富樫　大太 寺田道場 男 中2

119 70 中学２年女子組手（上級の部） 本間　梨々花 寺田道場 女 中2

120 72 中学３年男子組手（上級の部） 大山　航平 寺田道場 男 中3

121 72 中学３年男子組手（上級の部） 佐藤　駆 寺田道場 男 中3

122 72 中学３年男子組手（上級の部） 相場　凌空 寺田道場 男 中3

123 72 中学３年男子組手（上級の部） 能登　陽向 寺田道場 男 中3

1 1 幼児形 美濱　充来 ユヤーズ 女 幼年

2 1 幼児形 松山　みう ユヤーズ 女 幼年

3 1 幼児形 水野　太晴 ユヤーズ 男 幼年

4 1 幼児形 鈴木　和史 ユヤーズ 男 幼年

5 2 小学１年生男子形 春日　琉之介 ユヤーズ 男 小1

6 2 小学１年生男子形 佐藤　優星 ユヤーズ 男 小1

7 5 小学２年生女子形 井川　結衣 ユヤーズ 女 小2

8 5 小学２年生女子形 似鳥　純羽 ユヤーズ 女 小2

9 4 小学２年生男子形 池上　大 ユヤーズ 男 小2

10 4 小学２年生男子形 鈴木　大史 ユヤーズ 男 小2

11 4 小学２年生男子形 本間　結羽 ユヤーズ 男 小2

12 7 小学３年生女子形 松山　りお ユヤーズ 女 小3

13 6 小学３年生男子形 齊藤　奏良 ユヤーズ 男 小3

14 11 小学４年生女子形（上級の部） 橘　仁湖 ユヤーズ 女 小4

15 11 小学４年生女子形（上級の部） 似鳥　希羽 ユヤーズ 女 小4

16 9 小学４年生男子形（上級の部） 井川　真輝 ユヤーズ 男 小4

17 15 小学５年生女子形（上級の部） 小山　凜久 ユヤーズ 女 小5
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18 15 小学５年生女子形（上級の部） 長谷川　果凛 ユヤーズ 女 小5

19 14 小学５年生女子形（初級の部） 本間　美羽 ユヤーズ 女 小5

20 13 小学５年生男子形（上級の部） 林　楓馬 ユヤーズ 男 小5

21 17 小学６年生男子形（上級の部） 池上　純 ユヤーズ 男 小6

22 23 中学１年女子形（上級の部） 桑島　汐里 ユヤーズ 女 中1

23 23 中学１年女子形（上級の部） 長谷川　凛々 ユヤーズ 女 中1

24 21 中学１年男子形（上級の部） 池上　豪 ユヤーズ 男 中1

25 21 中学１年男子形（上級の部） 下山　率 ユヤーズ 男 中1

26 21 中学１年男子形（上級の部） 千葉　恒太 ユヤーズ 男 中1

27 29 中学３年男子形（上級の部） 葛西　修真 ユヤーズ 男 中3

28 29 中学３年男子形（上級の部） 下山　朔 ユヤーズ 男 中3

29 29 中学３年男子形（上級の部） 中川　裕翔 ユヤーズ 男 中3

30 35 高校生女子形（上級の部） 千田　紗季里 ユヤーズ 女 高2

31 44 幼児組手 美濱　充来 ユヤーズ 女 幼年

32 44 幼児組手 鈴木　和史 ユヤーズ 男 幼年

33 45 小学１年生男子組手 春日　琉之介 ユヤーズ 男 小1

34 45 小学１年生男子組手 佐藤　優星 ユヤーズ 男 小1

35 48 小学２年生女子組手 佐藤　百花 ユヤーズ 女 小2

36 48 小学２年生女子組手 佐藤　優花 ユヤーズ 女 小2

37 47 小学２年生男子組手 池上　大 ユヤーズ 男 小2

38 47 小学２年生男子組手 鈴木　大史 ユヤーズ 男 小2

39 47 小学２年生男子組手 本間　結羽 ユヤーズ 男 小2

40 50 小学３年生女子組手 松山　りお ユヤーズ 女 小3

41 50 小学３年生女子組手 水野　花音 ユヤーズ 女 小3

42 49 小学３年生男子組手 野口　逢貴 ユヤーズ 男 小3

43 49 小学３年生男子組手 齊藤　奏良 ユヤーズ 男 小3

44 53 小学４年生女子組手（初級の部） 佐藤　咲良 ユヤーズ 女 小４

45 54 小学４年生女子組手（上級の部） 橘　仁湖 ユヤーズ 女 小4

46 54 小学４年生女子組手（上級の部） 似鳥　希羽 ユヤーズ 女 小4

47 58 小学５年生女子組手（上級の部） 小山　凜久 ユヤーズ 女 小5

48 58 小学５年生女子組手（上級の部） 長谷川　果凛 ユヤーズ 女 小5

49 57 小学５年生女子組手（初級の部） 本間　美羽 ユヤーズ 女 小5

50 56 小学５年生男子組手（上級の部） 水野　晴登 ユヤーズ 男 小5

51 60 小学６年生男子組手（上級の部） 池上　純 ユヤーズ 男 小６

52 66 中学１年女子組手（上級の部） 澤田　光紗 ユヤーズ 女 中1
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53 66 中学１年女子組手（上級の部） 長谷川　凛々 ユヤーズ 女 中1

54 64 中学１年男子組手（上級の部） 池上　豪 ユヤーズ 男 中1

55 64 中学１年男子組手（上級の部） 下山　率 ユヤーズ 男 中1

56 64 中学１年男子組手（上級の部） 千葉　恒太 ユヤーズ 男 中1

57 70 中学２年女子組手（上級の部） 千葉　結依 ユヤーズ 女 中2

58 68 中学２年男子組手（上級の部） 東　寛夏 ユヤーズ 男 中2

59 72 中学３年男子組手（上級の部） 葛西　修真 ユヤーズ 男 中3

60 72 中学３年男子組手（上級の部） 北山　颯人 ユヤーズ 男 中3

61 72 中学３年男子組手（上級の部） 下山　朔 ユヤーズ 男 中3

62 72 中学３年男子組手（上級の部） 中川　裕翔 ユヤーズ 男 中3

63 76 高校生男子組手（上級の部） 本間　隼人 ユヤーズ 男 中3

1 13 小学５年生男子形（上級の部） 北山　楽 勧仁塾札幌 男 小5

2 56 小学５年生男子組手（上級の部） 北山　楽 勧仁塾札幌 男 小5

3 15 小学５年生女子形（上級の部） 西村　実莉 勧仁塾札幌 女 小5

4 1 幼児形 西村　匡平 勧仁塾札幌 男 幼年

5 13 小学５年生男子形（上級の部） 岸田　蒼史 勧仁塾札幌 男 小5

6 56 小学５年生男子組手（上級の部） 岸田　蒼史 勧仁塾札幌 男 小5

7 4 小学２年生男子形 岸田　海里 勧仁塾札幌 男 小2

8 47 小学２年生男子組手 岸田　海里 勧仁塾札幌 男 小2

9 5 小学２年生女子形 岸田　藍花 勧仁塾札幌 女 小2

10 5 小学２年生女子形 辻　陽葵 勧仁塾札幌 女 小2

11 39 一般女子形（上級の部） 山本　叶夢 勧仁塾札幌 女 大2

12 38 一般女子形（初級の部） 小山田　理緒 勧仁塾札幌 女 大2

13 81 一般女子組手（初級の部） 小山田　理緒 勧仁塾札幌 女 大2

1 21 中学１年男子形（上級の部） 蛯名　翔大 丸與志館宮の沢 男 中1

2 25 中学２年男子形（上級の部） 山本　湊太 丸與志館宮の沢 男 中2

3 25 中学２年男子形（上級の部） 小林　稜空 丸與志館宮の沢 男 中2

4 24 中学２年男子形（初級の部） 佐々木　練汰郎 丸與志館宮の沢 男 中2

5 30 中学３年女子形（初級の部） 広瀬　陽菜 丸與志館宮の沢 女 中3

6 64 中学１年男子組手（上級の部） 蛯名　翔大 丸與志館宮の沢 男 中1

7 64 中学１年男子組手（上級の部） 武田　響 丸與志館宮の沢 男 中1

8 68 中学２年男子組手（上級の部） 小林　稜空 丸與志館宮の沢 男 中2

9 68 中学２年男子組手（上級の部） 清水　羚蒼 丸與志館宮の沢 男 中2

10 17 小学６年生男子形（上級の部） 小林　奈央 丸與志館宮の沢 男 小6

11 16 小学６年生男子形（初級の部） 滝澤　遥斗 丸與志館宮の沢 男 小6
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12 18 小学６年生女子形（初級の部） 広瀬　杏菜 丸與志館宮の沢 女 小6

13 18 小学６年生女子形（初級の部） 上田　七海 丸與志館宮の沢 女 小6

14 14 小学５年生女子形（初級の部） 広瀬　稚菜 丸與志館宮の沢 女 小5

15 60 小学６年生男子組手（上級の部） 小林　奈央 丸與志館宮の沢 男 小6

16 59 小学６年生男子組手（初級の部） 滝澤　遥斗 丸與志館宮の沢 男 小6

17 56 小学５年生男子組手（上級の部） 田中　元気 丸與志館宮の沢 男 小5

18 10 小学４年生女子形（初級の部） 三浦　詩実 丸與志館宮の沢 女 小4

19 53 小学４年生女子組手（初級の部） 三浦　詩実 丸與志館宮の沢 女 小4

20 7 小学３年生女子形 中野　愛唯奈 丸與志館宮の沢 女 小3

21 50 小学３年生女子組手 中野　愛唯奈 丸與志館宮の沢 女 小3

22 49 小学３年生男子組手 伊藤　夢舞 丸與志館宮の沢 男 小3

23 50 小学３年生女子組手 網谷　幸姫 丸與志館宮の沢 女 小3

24 4 小学２年生男子形 小林　夕日 丸與志館宮の沢 男 小2

25 47 小学２年生男子組手 小林　夕日 丸與志館宮の沢 男 小2

26 47 小学２年生男子組手 寺島　一輪 丸與志館宮の沢 男 小2

1 2 小学１年生男子形 波多野　佑 札幌空手道倶楽部 男　 小1

2 3 小学１年生女子形 佐藤　柚希 札幌空手道倶楽部 女 小1

3 4 小学２年生男子形 宮森　咲佑 札幌空手道倶楽部 男　 小2

4 9 小学４年生男子形（上級の部） 竹内　皓絆 札幌空手道倶楽部 男 小4

5 11 小学４年生女子形（上級の部） 下田　羽夏 札幌空手道倶楽部 女 小4

6 10 小学４年生女子形（初級の部） 白川　ひなつ 札幌空手道倶楽部 女 小4

7 13 小学５年生男子形（上級の部） 渡邊　兼人 札幌空手道倶楽部 男　 小5

8 13 小学５年生男子形（上級の部） 藤井　琥太郎 札幌空手道倶楽部 男　 小5

9 13 小学５年生男子形（上級の部） 小宮　匠人 札幌空手道倶楽部 男　 小5

10 17 小学６年生男子形（上級の部） 平塚　壮空 札幌空手道倶楽部 男　 小6

11 21 中学１年男子形（上級の部） 秋濱　祐輝 札幌空手道倶楽部 男　 中1

12 25 中学２年男子形（上級の部） 下田　晃大 札幌空手道倶楽部 男　 中2

13 25 中学２年男子形（上級の部） 橋本　晄汰 札幌空手道倶楽部 男　 中2

14 25 中学２年男子形（上級の部） 竹内　悠真 札幌空手道倶楽部 男　 中2

15 44 幼児組手 宮森　一颯 札幌空手道倶楽部 男　 幼年

16 46 小学１年生女子組手 佐藤　柚希 札幌空手道倶楽部 女 小1

17 47 小学２年生男子組手 宮森　咲佑 札幌空手道倶楽部 男　 小2

18 48 小学２年生女子組手 白川　ひまり 札幌空手道倶楽部 女 小2

19 52 小学４年生男子組手（上級の部） 竹内　皓絆 札幌空手道倶楽部 男　 小4

20 56 小学５年生男子組手（上級の部） 渡邊　兼人 札幌空手道倶楽部 男　 小5
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21 56 小学５年生男子組手（上級の部） 藤井　琥太郎 札幌空手道倶楽部 男　 小5

22 60 小学６年生男子組手（上級の部） 平塚　壮空 札幌空手道倶楽部 男　 小6

23 60 小学６年生男子組手（上級の部） 佐藤　幹太 札幌空手道倶楽部 男　 小6

24 60 小学６年生男子組手（上級の部） 河村　英斗 札幌空手道倶楽部 男　 小6

25 60 小学６年生男子組手（上級の部） 河村　頼斗 札幌空手道倶楽部 男　 小6

26 68 中学２年男子組手（上級の部） 下田　晃大 札幌空手道倶楽部 男　 中2

27 68 中学２年男子組手（上級の部） 竹内　悠真 札幌空手道倶楽部 男　 中2

1 33 高校生男子形（上級の部） 松井　光生 札幌手稲高校 男 高２

2 76 高校生男子組手（上級の部） 松井　光生 札幌手稲高校 男 高２

3 33 高校生男子形（上級の部） 近藤　翼 札幌手稲高校 男 高２

4 76 高校生男子組手（上級の部） 近藤　翼 札幌手稲高校 男 高２

5 33 高校生男子形（上級の部） 島　孝太 札幌手稲高校 男 高２

6 33 高校生男子形（上級の部） 藤田　青葉 札幌手稲高校 男 高１

7 76 高校生男子組手（上級の部） 藤田　青葉 札幌手稲高校 男 高１

8 33 高校生男子形（上級の部） 藤原　悠生 札幌手稲高校 男 高１

9 76 高校生男子組手（上級の部） 藤原　悠生 札幌手稲高校 男 高１

10 33 高校生男子形（上級の部） 阿部　遊月 札幌手稲高校 男 高１

11 76 高校生男子組手（上級の部） 阿部　遊月 札幌手稲高校 男 高１

12 33 高校生男子形（上級の部） 川村　智輝 札幌手稲高校 男 高１

13 76 高校生男子組手（上級の部） 川村　智輝 札幌手稲高校 男 高１

14 33 高校生男子形（上級の部） 金井　劉仁 札幌手稲高校 男 高１

15 75 高校生男子組手（初級の部） 大前　岳 札幌手稲高校 男 高１

16 35 高校生女子形（上級の部） 秋林　朋花 札幌手稲高校 女 高２

17 78 高校生女子組手（上級の部） 秋林　朋花 札幌手稲高校 女 高２

18 35 高校生女子形（上級の部） 佐藤　日和 札幌手稲高校 女 高２

19 78 高校生女子組手（上級の部） 佐藤　日和 札幌手稲高校 女 高２

20 35 高校生女子形（上級の部） 熊谷　春李 札幌手稲高校 女 高２

21 78 高校生女子組手（上級の部） 熊谷　春李 札幌手稲高校 女 高２

22 35 高校生女子形（上級の部） 東屋　萌乃香 札幌手稲高校 女 高２

23 78 高校生女子組手（上級の部） 東屋　萌乃香 札幌手稲高校 女 高２

24 35 高校生女子形（上級の部） 但野　爽楓 札幌手稲高校 女 高２

25 78 高校生女子組手（上級の部） 但野　爽楓 札幌手稲高校 女 高２

26 35 高校生女子形（上級の部） 田中　琳菜 札幌手稲高校 女 高２

27 78 高校生女子組手（上級の部） 田中　琳菜 札幌手稲高校 女 高２

28 35 高校生女子形（上級の部） 佐々木　優衣 札幌手稲高校 女 高２
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29 78 高校生女子組手（上級の部） 佐々木　優衣 札幌手稲高校 女 高２

30 77 高校生女子組手（初級の部） 山口　詩由 札幌手稲高校 女 高１

1 6 小学３年生男子形 渡辺　修人 JKS誠道館 男 小3

2 6 小学３年生男子形 原田　航大朗 JKS誠道館 男 小3

3 49 小学３年生男子組手 原田　航大朗 JKS誠道館 男 小3

4 6 小学３年生男子形 上杉　知也 JKS誠道館 男 小3

5 6 小学３年生男子形 山口　遼太郎 JKS誠道館 男 小3

6 49 小学３年生男子組手 山口　遼太郎 JKS誠道館 男 小3

7 6 小学３年生男子形 山本　万次郎 JKS誠道館 男 小3

8 49 小学３年生男子組手 山本　万次郎 JKS誠道館 男 小3

9 9 小学４年生男子形（上級の部） 岩沢　匡哩 JKS誠道館 男 小4

10 52 小学４年生男子組手（上級の部） 岩沢　匡哩 JKS誠道館 男 小4

11 8 小学４年生男子形（初級の部） 山口　央雅 JKS誠道館 男 小4

12 51 小学４年生男子組手（初級の部） 山口　央雅 JKS誠道館 男 小4

13 13 小学５年生男子形（上級の部） 佐々木　草太 JKS誠道館 男 小5

14 56 小学５年生男子組手（上級の部） 佐々木　草太 JKS誠道館 男 小5

15 17 小学６年生男子形（上級の部） 渡辺　太陽 JKS誠道館 男 小6

16 17 小学６年生男子形（上級の部） 秦野　隼 JKS誠道館 男 小6

17 16 小学６年生男子形（初級の部） 静　蓮翔 JKS誠道館 男 小6

18 59 小学６年生男子組手（初級の部） 静　蓮翔 JKS誠道館 男 小6

19 21 中学１年男子形（上級の部） 辻　隼人 JKS誠道館 男 中1

20 64 中学１年男子組手（上級の部） 辻　隼人 JKS誠道館 男 中1

21 25 中学２年男子形（上級の部） 菅原　弥 JKS誠道館 男 中2

22 29 中学３年男子形（上級の部） 秦野　航 JKS誠道館 男 中3

23 39 一般女子形（上級の部） 早川　夕月 JKS誠道館 女 一般

24 5 小学２年生女子形 辻　麻陽 JKS誠道館 女 小2

25 48 小学２年生女子組手 辻　麻陽 JKS誠道館 女 小2

26 5 小学２年生女子形 谷岡　真帆 JKS誠道館 女 小2

27 48 小学２年生女子組手 谷岡　真帆 JKS誠道館 女 小2

28 7 小学３年生女子形 佐々木　結 JKS誠道館 女 小3

29 50 小学３年生女子組手 佐々木　結 JKS誠道館 女 小3

30 7 小学３年生女子形 菅原　愛弥 JKS誠道館 女 小3

31 10 小学４年生女子形（初級の部） 静　杏梨 JKS誠道館 女 小4

32 53 小学４年生女子組手（初級の部） 静　杏梨 JKS誠道館 女 小4

33 15 小学５年生女子形（上級の部） 原田　柚希 JKS誠道館 女 小5
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34 15 小学５年生女子形（上級の部） 神部　有来奈 JKS誠道館 女 小5

35 19 小学６年生女子形（上級の部） 上杉　伊知香 JKS誠道館 女 小6

36 27 中学２年女子形（上級の部） 鎌田　國亜 JKS誠道館 女 中2

37 31 中学３年女子形（上級の部） 早川　六花 JKS誠道館 女 中3

38 1 幼児形 渡辺　晃生 JKS誠道館 女 幼年

1 2 小学１年生男子形 荒屋　虎斗郎 濤学館 男 小1

2 2 小学１年生男子形 広田　一真 濤学館 男 小1

3 5 小学２年生女子形 佐藤　百合菜 濤学館 女 小2

4 5 小学２年生女子形 行方　あいな 濤学館 女 小2

5 6 小学３年生男子形 口岩　龍ノ介 濤学館 男 小3

6 7 小学３年生女子形 佐藤　愛莉 濤学館 女 小3

7 7 小学３年生女子形 髙橋　莉沙 濤学館 女 小3

8 7 小学３年生女子形 山下　瑚杏 濤学館 女 小3

9 11 小学４年生女子形（上級の部） 保谷　柊空 濤学館 女 小4

10 11 小学４年生女子形（上級の部） 中村　美結 濤学館 女 小4

11 13 小学５年生男子形（上級の部） 行方　雅 濤学館 男 小5

12 15 小学５年生女子形（上級の部） 保谷　彩空 濤学館 女 小5

13 15 小学５年生女子形（上級の部） 品田　真琴 濤学館 女 小5

14 17 小学６年生男子形（上級の部） 髙橋　蒼介 濤学館 男 小6

15 19 小学６年生女子形（上級の部） 高田　瑚子 濤学館 女 小6

16 21 中学１年男子形（上級の部） 山下　仁來 濤学館 男 中１

17 23 中学１年女子形（上級の部） 伊達　綾香 濤学館 女 中１

18 23 中学１年女子形（上級の部） 小林　佳暖 濤学館 女 中１

19 25 中学２年男子形（上級の部） 荒屋　文士朗 濤学館 男 中2

20 31 中学３年女子形（上級の部） 桐生　愛和 濤学館 女 中3

21 45 小学１年生男子組手 荒屋　虎斗郎 濤学館 男 小1

22 48 小学２年生女子組手 佐藤　百合菜 濤学館 女 小2

23 48 小学２年生女子組手 行方　あいな 濤学館 女 小2

24 49 小学３年生男子組手 口岩　龍ノ介 濤学館 男 小3

25 50 小学３年生女子組手 佐藤　愛莉 濤学館 女 小3

26 50 小学３年生女子組手 髙橋　莉沙 濤学館 女 小3

27 50 小学３年生女子組手 山下　瑚杏 濤学館 女 小3

28 54 小学４年生女子組手（上級の部） 保谷　柊空 濤学館 女 小4

29 54 小学４年生女子組手（上級の部） 中村　美結 濤学館 女 小4

30 56 小学５年生男子組手（上級の部） 行方　雅 濤学館 男 小5
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31 58 小学５年生女子組手（上級の部） 保谷　彩空 濤学館 女 小5

32 58 小学５年生女子組手（上級の部） 品田　真琴 濤学館 女 小5

33 60 小学６年生男子組手（上級の部） 髙橋　蒼介 濤学館 男 小6

34 62 小学６年生女子組手（上級の部） 高田　瑚子 濤学館 女 小6

35 64 中学１年男子組手（上級の部） 山下　仁來 濤学館 男 中１

36 66 中学１年女子組手（上級の部） 伊達　綾香 濤学館 女 中１

37 66 中学１年女子組手（上級の部） 小林　佳暖 濤学館 女 中１

38 68 中学２年男子組手（上級の部） 荒屋　文士朗 濤学館 男 中2

39 74 中学３年女子組手（上級の部） 桐生　愛和 濤学館 女 中3

1 25 中学２年男子形（上級の部） 永谷　維吹 和道会札幌西支部 男 中２

2 5 小学２年生女子形 鈴木　雪奈 和道会札幌西支部 女 小２

3 48 小学２年生女子組手 鈴木　雪奈 和道会札幌西支部 女 小２

4 44 幼児組手 鈴木　大善 和道会札幌西支部 男 幼年

5 7 小学３年生女子形 本多　紗己 和道会札幌西支部 女 小３

6 50 小学３年生女子組手 本多　紗己 和道会札幌西支部 女 小３

7 40 マスターズ男子形（初級の部） 松尾　航 和道会札幌西支部 男 一般

8 4 小学２年生男子形 大津　麓 和道会札幌西支部 男 小２

9 47 小学２年生男子組手 大津　麓 和道会札幌西支部 男 小２


