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1 小学３年男子形 田邉　翔 ＪＫＳ志濤館

2 小学４年女子形 平岡　夢奏 ＪＫＳ志濤館

3 小学４年女子形 鈴木　華 ＪＫＳ志濤館

4 小学４年女子形 佐々木　和奏 ＪＫＳ志濤館

5 小学６年女子形 平岡　夢彩 ＪＫＳ志濤館

1 小学２年男子形 藤田　橙葉 松涛会

2 小学６年男子形 藤田　若葉 松涛会

1 小学２年女子形 宮下奈々 誠章館静内

2 小学４年男子形 宮下慶士 誠章館静内

3 中学１年男子形 小野煌季 誠章館静内

1 小学６年男子形 　高野　翔暉 　藤島道場

1 小学２年男子形 大津　麓 和道会札幌西支部

1 小学４年女子形 橋本　楓花 濤豊館

2 小学５年女子形 鈴木　綸 濤豊館

3 小学４年男子形 野口　慶悟 濤豊館

4 小学６年男子形 野口　魁志 濤豊館

5 中学２年男子形 鈴木　建行 濤豊館

1 小学１年女子形 赤羽　実優 空真塾北道場

2 小学３年女子形 赤羽　雫 空真塾北道場

3 小学６年女子形 赤羽　結愛 空真塾北道場

1 小学１年男子形 廣瀬　　匡 北海道松濤明武会

2 小学３年男子形 笹原　蒼真 北海道松濤明武会

3 小学４年男子形 稲岡　　禅 北海道松濤明武会

4 小学５年男子形 笹原　海翔 北海道松濤明武会

5 小学６年男子形 中山　友喜 北海道松濤明武会

6 中学２年男子形 板屋　壱信 北海道松濤明武会

1 幼年男子形 和田　陽向 JKS　誠拳塾　江別道場

2 幼年女子形 齊藤　羽奏 JKS　誠拳塾　江別道場

3 小学２年女子形 齊藤　由徠 JKS　誠拳塾　江別道場

4 小学４年女子形 北原　七楓 JKS　誠拳塾　江別道場

5 小学６年男子形 北原　颯人 JKS　誠拳塾　江別道場

6 小学２年男子形 長谷川　尊琉 JKS　誠拳塾　江別道場

1 小学３年女子形 正木友里恵 誠章館

1 小学５年男子形 阿部　由聖 一志会

2 中学１年男子形 三澤　結人 一志会

3 中学２年男子形 高橋　奏汰 一志会

1 幼年男子形 岡部　佳那汰 志武館

2 小学２年男子形 原　吏玖 志武館

3 小学２年女子形 木ノ内　咲衣 志武館
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4 小学３年女子形 岡部　美李菜 志武館

5 小学５年男子形 古川　蒼大 志武館

6 小学６年女子形 髙橋　沙羅 志武館

1 小学３年女子形 山下　瑚杏 濤学館

2 小学５年女子形 保谷　彩空 濤学館

3 小学６年男子形 高橋　蒼介 濤学館

1 幼年女子形 田中　美晴 平澤道場

2 小学４年男子形 齊藤　柊友 平澤道場

3 小学４年女子形 加茂　愛蘭 平澤道場

1 小学３年女子形 池田　雫 修道館

2 小学５年女子形 中島　纏 修道館

3 小学５年男子形 池田　朔 修道館

1 小学１年男子形 桐原　榮大 北海道木村道場

2 小学１年女子形 上杉　唯湖 北海道木村道場

3 小学３年男子形 桐原　宗士 北海道木村道場

4 小学３年女子形 上杉　蒔湖 北海道木村道場

1 幼年女子形 三土　乃空 北陽会

2 小学１年女子形 中村　律花 北陽会

3 小学１年女子形 尾形　茉音 北陽会

4 小学３年女子形 中村　圭都 北陽会

5 小学３年女子形 西　陽翠 北陽会

6 小学４年男子形 水野　壱太 北陽会

7 小学５年女子形 齊藤　さよ 北陽会

1 小学２年男子形 岡田二樹 柏悠会

2 小学５年男子形 仁木志音 柏悠会

3 小学５年男子形 鈴木太陽 柏悠会

1 小学１年男子形 青山　琉煌 JKS誠道館

2 小学３年男子形 渡辺　修人 JKS誠道館

3 小学３年男子形 上杉　知也 JKS誠道館

4 小学３年男子形 島　幸汰 JKS誠道館

5 小学４年男子形 岩沢　匡哩 JKS誠道館

6 小学４年男子形 山口　央雅 JKS誠道館

7 小学５年男子形 島　壮佑 JKS誠道館

8 小学５年男子形 梅津　大騎 JKS誠道館

9 小学６年男子形 渡辺　太陽 JKS誠道館

10 中学１年男子形 辻　隼人 JKS誠道館

11 中学２年男子形 菅原　弥 JKS誠道館

12 小学１年女子形 梅津　百花 JKS誠道館

13 小学２年女子形 辻　麻陽 JKS誠道館
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14 小学２年女子形 谷岡　真帆 JKS誠道館

15 小学３年女子形 佐々木　結 JKS誠道館

16 小学３年女子形 清水　みのり JKS誠道館

17 小学５年女子形 原田　柚希 JKS誠道館

18 小学５年女子形 神部　有来奈 JKS誠道館

19 小学６年女子形 上杉　伊知香 JKS誠道館

20 中学２年女子形 鎌田　國亜 JKS誠道館

21 中学３年女子形 早川　六花 JKS誠道館

22 小学２年女子形 細谷　芽花 JKS誠道館

23 小学１年男子形 山本　裕真 JKS誠道館

24 小学３年女子形 菅原　愛弥 JKS誠道館

1 幼年女子形 松山　みう ユヤーズ

2 幼年女子形 山北　千愛 ユヤーズ

3 幼年女子形 阪本　苺衣子 ユヤーズ

4 幼年女子形 美濱　充来 ユヤーズ

5 幼年男子形 日向寺　奏多 ユヤーズ

6 幼年男子形 對木　奏太 ユヤーズ

7 幼年男子形 鈴木　和史 ユヤーズ

8 小学１年女子形 佐藤　依磨 ユヤーズ

9 小学１年男子形 春日　琉之介 ユヤーズ

10 小学１年男子形 佐藤　丈輔 ユヤーズ

11 小学２年男子形 鈴木　大史 ユヤーズ

12 小学３年男子形 佐藤　榮真 ユヤーズ

13 小学４年女子形 髙橋　真実 ユヤーズ

14 小学４年女子形 橘　仁湖 ユヤーズ

15 小学４年女子形 似鳥　希羽 ユヤーズ

16 小学４年男子形 新田　一晴 ユヤーズ

17 小学５年女子形 小山　凜久 ユヤーズ

18 小学６年女子形 對木　琴奈 ユヤーズ

19 小学６年男子形 齊藤　圭吾 ユヤーズ

20 小学６年男子形 寺田　凌駕 ユヤーズ

21 中学１年女子形 長谷川　凛々 ユヤーズ

22 中学１年女子形 日向寺　茉子 ユヤーズ

23 中学１年男子形 千葉　恒太 ユヤーズ

24 中学２年女子形 髙橋　渚 ユヤーズ

1 幼年女子形 服田　碧彩 勧仁塾道場

2 小学１年男子形 住友　竜嗣 勧仁塾道場

3 小学１年女子形 坂井　渚紗 勧仁塾道場

4 小学２年女子形 岸田　藍花 勧仁塾道場
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5 小学２年男子形 服田　翔瑛 勧仁塾道場

6 小学２年男子形 佐々木　健翔 勧仁塾道場

7 小学２年男子形 岸田　海里 勧仁塾道場

8 小学５年男子形 大浦　龍之進 勧仁塾道場

9 小学５年男子形 北山　楽 勧仁塾道場

10 小学５年男子形 岸田　蒼史 勧仁塾道場

1 幼年男子形 大泉　翔 明空義塾札幌

2 小学２年男子形 大泉　颯叶 明空義塾札幌

3 小学５年男子形 武田　諒太郎 明空義塾札幌

4 小学２年女子形 安達　莉央 明空義塾札幌

5 小学２年女子形 大島　小瑚 明空義塾札幌

6 小学４年女子形 高橋　乙禾 明空義塾札幌

7 小学４年男子形 松尾　皐佑 明空義塾札幌

8 中学２年女子形 太田口　結香 明空義塾札幌

1 幼年男子形 佐藤　悠人 寺田道場

2 幼年男子形 間地　晟士 寺田道場

3 幼年男子形 加賀　大和 寺田道場

4 幼年女子形 杉本　いろは 寺田道場

5 小学１年男子形 吉田　翔真 寺田道場

6 小学１年男子形 日野田　翼玖 寺田道場

7 小学１年女子形 土岐　果瑛 寺田道場

8 小学２年男子形 杉本　登紀 寺田道場

9 小学３年男子形 山北　章仁 寺田道場

10 小学３年女子形 谷坂　真実 寺田道場

11 小学３年女子形 佐々木　心暖 寺田道場

12 小学３年女子形 間地　南奈 寺田道場

13 小学４年男子形 森　柊仁 寺田道場

14 小学４年男子形 高橋　蓮佑 寺田道場

15 小学５年女子形 神田　紬 寺田道場

16 小学６年男子形 熊谷　琉希 寺田道場

17 小学６年女子形 武田　優杏 寺田道場

18 小学６年女子形 伊藤　志 寺田道場

19 小学６年女子形 富樫　凛 寺田道場
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1 中学２年女子組手 坪川　紅愛 函館清晨塾

1 小学４年女子組手 塩野谷　麗花 ＪＫＳ志濤館

2 中学１年女子組手 速水　理桜 ＪＫＳ志濤館

1 小学５年女子組手 髙橋　みなみ 教研

2 小学６年女子組手 千葉　咲季 教研

3 中学１年女子組手 南條　優愛 教研

4 中学２年女子組手 渡辺　瑛月 教研

1 幼年男子組手 岸本　隆司 日本空手道　空月會

2 小学１年男子組手 冨田　果也斗 日本空手道　空月會

3 小学１年男子組手 北村　岳 日本空手道　空月會

4 小学１年男子組手 吉田　穂稜 日本空手道　空月會

5 小学１年女子組手 上野　里奈 日本空手道　空月會

6 小学２年男子組手 岩井田　空 日本空手道　空月會

7 小学２年女子組手 佐々木　香穂 日本空手道　空月會

8 小学３年男子組手 沼山　優雅 日本空手道　空月會

9 小学３年女子組手 冨田　彩叶 日本空手道　空月會

10 小学４年男子組手 佐々木　隆吾 日本空手道　空月會

11 小学４年男子組手 上野　正人 日本空手道　空月會

12 小学６年女子組手 北村　莉子 日本空手道　空月會

13 中学１年女子組手 上野　真由 日本空手道　空月會

14 中学１年女子組手 高口　莉緒 日本空手道　空月會

15 中学２年女子組手 林　紅杏 日本空手道　空月會

1 幼年男子組手 　山下　るい翔 　藤島道場

2 小学２年男子組手 　藤村　駿太 　藤島道場

3 小学５年男子組手 　依田　陽道 　藤島道場

4 小学５年男子組手 　藤村　湊太 　藤島道場

5 小学５年男子組手 　山下　吏翔 　藤島道場

1 小学５年男子組手 加藤　輝一 和道会札幌西支部

1 小学６年男子組手 三浦　正己 濤豊館

1 小学２年女子組手 佐藤　芹香 北海道松濤明武会

2 小学４年男子組手 愛沢　銀士 北海道松濤明武会

3 小学４年男子組手 菅野　龍心 北海道松濤明武会

4 中学１年男子組手 岩﨑　隆静 北海道松濤明武会

5 中学２年男子組手 伊藤　恵介 北海道松濤明武会

6 中学２年男子組手 笹原　聖也 北海道松濤明武会

1 小学３年男子組手 三橋　煌生 JKS　誠拳塾　江別道場

1 小学１年男子組手 二石　悠生 拳誠塾

2 小学３年男子組手 木村　悠馬 拳誠塾

3 小学４年男子組手 土門　永弦 拳誠塾
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4 中学１年男子組手 小室　柊太 拳誠塾

1 中学３年女子組手 山中　心愛 忠道塾

1 幼年男子組手 西池　昴 志武館

2 小学２年男子組手 石川　幸汰朗 志武館

3 小学２年男子組手 中城　雀雲 志武館

4 小学２年女子組手 池内　杏南 志武館

5 小学３年女子組手 香田　苺依 志武館

6 小学３年女子組手 宮﨑　由奈 志武館

7 小学４年女子組手 松本　來莉 志武館

8 小学５年男子組手 長内　龍生 志武館

9 小学５年男子組手 香田　健翔 志武館

10 小学６年男子組手 長内　蓮生 志武館

11 中学１年男子組手 大澤　匠冬 志武館

12 中学１年男子組手 松本　歩起 志武館

1 小学１年男子組手 荒屋　虎斗郎 濤学館

2 小学２年女子組手 佐藤　百合菜 濤学館

3 小学３年男子組手 口岩　龍ノ介 濤学館

4 小学３年女子組手 佐藤　愛莉 濤学館

5 中学１年女子組手 伊達　綾香 濤学館

6 中学２年男子組手 荒屋　文士朗 濤学館

1 幼年男子組手 小川　豊貴 平澤道場

2 幼年女子組手 齊藤　きい 平澤道場

3 小学１年男子組手 石山　廉 平澤道場

4 小学２年男子組手 小川　航正 平澤道場

5 小学３年男子組手 田中　勇輝 平澤道場

6 小学３年女子組手 齊藤　めい 平澤道場

7 小学５年男子組手 安藤　聖 平澤道場

8 小学５年女子組手 田中　笑奈 平澤道場

9 小学５年女子組手 高橋　凜 平澤道場

1 小学１年男子組手 岩村　陸都 修道館

2 小学２年男子組手 岩村　結都 修道館

3 小学２年男子組手 工藤　優太朗 修道館

4 小学２年女子組手 菖蒲川　心 修道館

5 小学４年女子組手 大貝　美月 修道館

1 小学２年女子組手 藤堂　佳澄 北海道木村道場

2 小学３年男子組手 阿部　啄百 北海道木村道場

3 小学３年男子組手 山本　隼太朗 北海道木村道場

4 小学５年男子組手 山本　航太朗 北海道木村道場

5 小学５年男子組手 沢里　暖太 北海道木村道場
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6 小学５年男子組手 渋木　陽向 北海道木村道場

7 小学６年男子組手 渋木　愁介 北海道木村道場

1 小学２年男子組手 脇元　帆 北陽会

2 小学４年男子組手 尾形　直音 北陽会

1 幼年男子組手 加藤　寛也 誠和会神楽

2 小学１年男子組手 太田　葵士 誠和会神楽

3 小学１年女子組手 那須　ほのか 誠和会神楽

4 小学３年男子組手 川音　景都 誠和会神楽

5 小学６年男子組手 斉藤　藍斗 誠和会神楽

1 幼年男子組手 橘井　律人 佛心塾

2 小学１年女子組手 塩谷　陽菜乃 佛心塾

3 小学３年男子組手 田中　章元 佛心塾

4 小学３年男子組手 鈴木　蒼空 佛心塾

5 小学３年男子組手 鈴木　蒼海 佛心塾

6 小学３年男子組手 高橋　孝宜 佛心塾

7 小学３年女子組手 大高　花音 佛心塾

8 小学４年男子組手 橘井　奏汰 佛心塾

9 小学４年女子組手 播磨　理桜 佛心塾

10 小学４年女子組手 高橋　果甫 佛心塾

11 小学５年男子組手 葛西　太陽 佛心塾

12 小学５年女子組手 大高　莉音 佛心塾

13 小学６年男子組手 葛西　雄星 佛心塾

14 小学６年男子組手 荒木　逞 佛心塾

15 小学６年女子組手 鈴木　さくら 佛心塾

16 中学１年男子組手 細川　颯人 佛心塾

17 中学２年男子組手 田中　隆元 佛心塾

18 中学２年男子組手 竹谷　元稀 佛心塾

19 中学２年女子組手 三浦　由愛 佛心塾

20 中学３年女子組手 播磨　果穂 佛心塾

1 小学１年男子組手 岩佐瑠十 誠章館静内

1 小学３年男子組手 原田　航大朗 JKS誠道館

1 小学１年男子組手 佐藤　優星 ユヤーズ

2 小学２年男子組手 池上　大 ユヤーズ

3 小学２年男子組手 阪本　湊真 ユヤーズ

4 小学２年男子組手 本間　結羽 ユヤーズ

5 小学３年女子組手 松山　りお ユヤーズ

6 小学３年女子組手 髙橋　里緒 ユヤーズ

7 小学４年女子組手 阪本　莉衣奈 ユヤーズ

8 小学４年男子組手 日向寺　佑弥 ユヤーズ
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9 小学４年男子組手 寺田　雅晶 ユヤーズ

10 小学４年男子組手 橋本　空 ユヤーズ

11 小学４年男子組手 阪口　翔大 ユヤーズ

12 小学５年女子組手 長谷川　果凛 ユヤーズ

13 小学６年男子組手 池上　純 ユヤーズ

14 小学６年男子組手 上谷　海 ユヤーズ

15 小学６年男子組手 町田　悠真 ユヤーズ

16 中学１年男子組手 池上　豪 ユヤーズ

17 中学１年男子組手 下山　率 ユヤーズ

1 幼年男子組手 大浦　康之丞 勧仁塾道場

2 幼年男子組手 西村　匡平 勧仁塾道場

3 幼年女子組手 四藤　愛菜 勧仁塾道場

4 小学３年女子組手 大浦　彩日羽 勧仁塾道場

5 小学３年男子組手 四藤　彰人 勧仁塾道場

6 小学３年男子組手 髙野　陸 勧仁塾道場

7 小学３年男子組手 戸澤　佑太 勧仁塾道場

8 小学３年男子組手 手倉　優之介 勧仁塾道場

9 小学５年女子組手 髙野　凛 勧仁塾道場

10 小学５年女子組手 西村　実莉 勧仁塾道場

11 小学５年男子組手 四藤　颯人 勧仁塾道場

1 幼年男子組手 平野　拓翔 明空義塾札幌

2 中学２年女子組手 太田　花 明空義塾札幌

3 中学２年男子組手 飯島　楓斗 明空義塾札幌

4 小学６年男子組手 野代　大貴 明空義塾札幌

5 中学１年男子組手 大森　蒼介 明空義塾札幌

6 中学３年女子組手 五十嵐　心羽 明空義塾札幌

7 中学１年女子組手 五十嵐　心和 明空義塾札幌

8 小学５年男子組手 五十嵐　悠仁 明空義塾札幌

9 小学６年男子組手 太田口　結人 明空義塾札幌

10 小学６年男子組手 堀　颯佑 明空義塾札幌

11 中学１年男子組手 松本　優心 明空義塾札幌

12 中学１年男子組手 松本　泰心 明空義塾札幌

13 小学５年女子組手 尾岸　莉弥 明空義塾札幌

14 小学２年男子組手 二唐　渉 明空義塾札幌

15 小学４年女子組手 辻村　來香 明空義塾札幌

16 小学５年女子組手 内河　由貴 明空義塾札幌

17 小学２年男子組手 佐々木　奏音 明空義塾札幌

18 小学４年男子組手 山本　岬季 明空義塾札幌

19 中学１年男子組手 長沼　凌央 明空義塾札幌
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20 小学２年女子組手 松尾　奈葉 明空義塾札幌

21 小学２年女子組手 太田口　結乃 明空義塾札幌

22 小学５年男子組手 中村　璃旺 明空義塾札幌

23 小学４年男子組手 中村　志舟 明空義塾札幌

24 中学１年男子組手 林山　遥悟 明空義塾札幌

25 小学５年男子組手 林山　雄羽 明空義塾札幌

26 小学４年女子組手 堀　碧衣 明空義塾札幌

27 小学４年女子組手 平野　梨愛那 明空義塾札幌

28 小学３年男子組手 阿久津　昊斗 明空義塾札幌

29 中学１年女子組手 阿久津　ひなた 明空義塾札幌

30 小学３年男子組手 泊口　晴樹 明空義塾札幌

31 小学４年男子組手 工藤　琉生 明空義塾札幌

32 小学２年男子組手 津山　文哉 明空義塾札幌

33 小学３年男子組手 前田　海翔 明空義塾札幌

34 小学４年男子組手 兼田　蓮士 明空義塾札幌

35 小学２年男子組手 黒坂　颯矢 明空義塾札幌

36 小学３年男子組手 五十嵐　悠斗 明空義塾札幌

1 幼年男子組手 手塚　陽翔 寺田道場

2 幼年女子組手 高嶌　心暖 寺田道場

3 小学１年男子組手 三野　桜介 寺田道場

4 小学２年男子組手 手塚　耕生 寺田道場

5 小学２年男子組手 斉藤　由羽斗 寺田道場

6 小学２年男子組手 一戸　惺太 寺田道場

7 小学２年男子組手 中村　皇斗 寺田道場

8 小学２年女子組手 土岐　穂佳 寺田道場

9 小学２年女子組手 髙堂　結那 寺田道場

10 小学３年男子組手 木下　瑛登 寺田道場

11 小学３年男子組手 山津　蓮太郎 寺田道場

12 小学４年男子組手 境　謙心 寺田道場

13 小学４年男子組手 髙堂　遥仁 寺田道場

14 小学４年男子組手 武田　紘哉 寺田道場

15 小学５年男子組手 能登　息吹 寺田道場

16 小学５年男子組手 金子　健太郎 寺田道場

17 小学５年女子組手 佐藤　彩羽 寺田道場

18 小学６年男子組手 森　奏仁 寺田道場

19 小学６年男子組手 吉村　洸 寺田道場

20 小学６年男子組手 中瀬　敦貴 寺田道場

21 小学６年女子組手 寺田　凛 寺田道場

22 小学６年女子組手 飯島　陽愛 寺田道場
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23 中学１年男子組手 相場　柚祁 寺田道場

24 中学１年男子組手 大瀧　寛人 寺田道場

25 中学２年男子組手 川村　光世 寺田道場

26 中学２年男子組手 富樫　大太 寺田道場

27 中学２年女子組手 本間　梨々花 寺田道場

28 中学３年男子組手 相場　凌空 寺田道場

1 小学３年男子組手 門脇　琥我 熊石　勝栄館

2 小学６年男子組手 門脇　駿翔 熊石　勝栄館

3 小学６年男子組手 油谷　徳真 熊石　勝栄館

4 中学２年男子組手 門脇　魁輝 熊石　勝栄館

5 中学３年男子組手 田村　歩士 熊石　勝栄館

1 幼年男子組手 有田　紘臣 貴隆館

2 幼年男子組手 山﨑　翔 貴隆館

3 小学１年女子組手 升田　そら 貴隆館

4 小学２年女子組手 山﨑　心愛 貴隆館

5 小学２年男子組手 村上　椿之介 貴隆館

6 小学２年男子組手 横山　侑哉 貴隆館

7 小学３年女子組手 笹谷　七聖 貴隆館

8 小学３年男子組手 秋本　青音 貴隆館

9 小学４年男子組手 平澤　隆基 貴隆館

10 小学５年女子組手 秋本　青香 貴隆館

11 小学５年男子組手 小川　航輝 北星館

12 小学６年男子組手 横山　尚哉 北星館

13 中学１年女子組手 谷藤　惺那 貴隆館

14 中学１年女子組手 島貫　美優 貴隆館

15 中学２年男子組手 平澤　隆基 貴隆館

16 中学２年男子組手 櫻谷　健汰 貴隆館

1 小学６年女子組手 渡邊　こころ 柏悠会

2 小学５年男子組手 相澤翔 柏悠会

3 小学５年男子組手 長友純 柏悠会

4 小学３年女子組手 渡邊　ひまり 柏悠会

5 小学２年男子組手 仁木肇軌 柏悠会

6 小学１年男子組手 古澤央典 柏悠会

1 小学２年男子組手 倉地　圭吾 一志会



●第2回 CCC ⼤会申込 団体戦 2023/3/13更新

1 チーム名 空月會

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
冨田　果也斗 空月會

次鋒

(小学1-3年女子)
冨田　彩叶 空月會

三将

(小学3-4年男子)
沼山　優雅 空月會

中堅

(小学4-6年女子)
北村　莉子 空月會

五将

(小学5-6年男子)
上野　正人 空月會

副将

(中学生女子)
林　紅杏 空月會

大将

(中学生男子)
難波　大史 空月會

2 チーム名 明武会

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
廣瀬　　匡 北海道松濤明武会

次鋒

(小学1-3年女子)
佐藤　芹香 北海道松濤明武会

三将

(小学3-4年男子)
愛沢　銀士 北海道松濤明武会

中堅

(小学4-6年女子)

五将

(小学5-6年男子)
中山　友喜 北海道松濤明武会

副将

(中学生女子)

大将

(中学生男子)
笹原　聖也 北海道松濤明武会
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3 チーム名 志武館

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
中城　雀雲 志武館

次鋒

(小学1-3年女子)
宮﨑　由奈 志武館

三将

(小学3-4年男子)
門脇　琥我 勝栄館

中堅

(小学4-6年女子)
松本　來莉 志武館

五将

(小学5-6年男子)
長内　蓮生 志武館

副将

(中学生女子)

大将

(中学生男子)
松本　歩起 志武館

4 チーム名 佛心塾

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
橘井　律人 佛心塾

次鋒

(小学1-3年女子)
大高　花音 佛心塾 塩谷　陽菜乃 佛心塾

三将

(小学3-4年男子)
橘井　奏汰 佛心塾 田中　章元 佛心塾

中堅

(小学4-6年女子)
播磨　理桜 佛心塾 大高　莉音 佛心塾

五将

(小学5-6年男子)
葛西　雄星 佛心塾 荒木　逞 佛心塾

副将

(中学生女子)
播磨　果穂 佛心塾 三浦　由愛 佛心塾

大将

(中学生男子)
田中　隆元 佛心塾 竹谷　元稀 佛心塾
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5 チーム名 JKS誠道館

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
山本　裕真 JKS誠道館

次鋒

(小学1-3年女子)
辻　麻陽 JKS誠道館

三将

(小学3-4年男子)
原田　航大朗 JKS誠道館

中堅

(小学4-6年女子)
原田　柚希 JKS誠道館

五将

(小学5-6年男子)
渡辺　太陽 JKS誠道館

副将

(中学生女子)
鎌田　國亜 JKS誠道館

大将

(中学生男子)
秦野　航 JKS誠道館

6 チーム名 ユヤーズ

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
佐藤　優星 ユヤーズ 池上　大

次鋒

(小学1-3年女子)
髙橋　里緒 ユヤーズ 阪本　苺衣子

三将

(小学3-4年男子)
日向寺　佑弥 ユヤーズ 橋本　空

中堅

(小学4-6年女子)
長谷川　果凛 ユヤーズ 阪本　莉衣奈

五将

(小学5-6年男子)
町田　悠真 ユヤーズ 池上　純

副将

(中学生女子)
日向寺　茉子 ユヤーズ

大将

(中学生男子)
下山　率 ユヤーズ 池上　豪
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7 チーム名 勧仁塾道場

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
西村　匡平 勧仁塾道場 大浦　康之丞 勧仁塾道場

次鋒

(小学1-3年女子)
大浦　彩日羽 勧仁塾道場 四藤　愛菜 勧仁塾道場

三将

(小学3-4年男子)
四藤　彰人 勧仁塾道場 髙野　陸 勧仁塾道場

中堅

(小学4-6年女子)
髙野　凛 勧仁塾道場 西村　実莉 勧仁塾道場

五将

(小学5-6年男子)
四藤　颯人 勧仁塾道場 北山　楽 勧仁塾道場

副将

(中学生女子)
戸澤　瑠美 勧仁塾道場

大将

(中学生男子)
田口　隆介 勧仁塾道場

8 チーム名 明空義塾札幌

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
佐々木　奏音 明空義塾札幌

次鋒

(小学1-3年女子)
太田口　結乃 明空義塾札幌

三将

(小学3-4年男子)
工藤　琉生 明空義塾札幌

中堅

(小学4-6年女子)
内河　由貴 明空義塾札幌 尾岸　莉弥 明空義塾札幌

五将

(小学5-6年男子)
野代　大貴 明空義塾札幌 五十嵐　悠仁 明空義塾札幌

副将

(中学生女子)
五十嵐　心羽 明空義塾札幌 太田　花 明空義塾札幌

大将

(中学生男子)
竹田　亜蓮 明空義塾札幌 飯島　楓斗 明空義塾札幌
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9 チーム名 寺田道場

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
杉本　登紀 寺田道場 一戸　惺太 寺田道場

次鋒

(小学1-3年女子)
土岐　穂佳 寺田道場 髙堂　結那 寺田道場

三将

(小学3-4年男子)
山津　蓮太郎 寺田道場 木下　瑛登 寺田道場

中堅

(小学4-6年女子)
飯島　陽愛 寺田道場 寺田　凛 寺田道場

五将

(小学5-6年男子)
吉村　洸 寺田道場 森　奏仁 寺田道場

副将

(中学生女子)
本間　梨々花 寺田道場

大将

(中学生男子)
相場　凌空 寺田道場 川村　光世 寺田道場

10 チーム名 貴隆館・北星館

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
横山　侑哉 貴隆館 村上　椿之介 貴隆館

次鋒

(小学1-3年女子)
山崎　心愛 貴隆館 升田　そら 貴隆館

三将

(小学3-4年男子)
平澤　隆基 貴隆館 秋本　青音 貴隆館

中堅

(小学4-6年女子)
秋本　青香 貴隆館

五将

(小学5-6年男子)
横山　尚哉 北星館 小川　航輝 北星館

副将

(中学生女子)
谷藤　惺那 貴隆館 島貫　美優 貴隆館

大将

(中学生男子)
櫻谷　健汰 貴隆館 平澤　陽基 貴隆館
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11 チーム名 濤学館

選手名➀ 道場名➀ 選手名② 道場名②

先鋒

(小学1-2年男子)
荒屋　虎斗郎 濤学館

次鋒

(小学1-3年女子)
佐藤　愛莉 濤学館

三将

(小学3-4年男子)
口岩　龍ノ介 濤学館

中堅

(小学4-6年女子)
保谷　彩空 濤学館

五将

(小学5-6年男子)
高橋　蒼介 濤学館

副将

(中学生女子)
伊達　綾香 濤学館

大将

(中学生男子)
荒屋　文士朗 濤学館


