
第40回オープントーナメント 北海道空手道選手権大会 結果　順位表

平成25年9月29日（日） 道立総合体育館　北海きたえーる

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位
ソメノ　ルキト マエカワ　セラ スズキ　リュウセイ クワウチ　サトル

幼年 男女 染野　流希斗 前川　星来 鈴木　隆正 桒内　慧
諸澤道場 丈夫塾 室蘭 岩見沢
ミカミ　マイハ キクチ　アリサ

小学生 一・二年女子 三上　舞葉 菊池　有紗
北心会 札幌東

オオサワ　サヤ オオサワ　ミオ オガワ　ハルカ マキ　ココネ

小学生 三・四年女子 大澤　沙也 大澤　弥央 小川　遥佳 槙　心音
高木道場 高木道場 北心会 白蓮会館

イマバヤシ　サキ オダ　ユキナ セキネ　コトミ オオタ　サヤ

小学生 五・六年女子 今林　沙妃 織田　優紀奈 関根　ことみ 太田　紗椰
丈夫塾 丈夫塾 北心会 白蓮会館

マキ　ヒビキ カキザキ　リオ カミヤマ　コウダイ ハセガワ　ハル

小学生 一年男子 槙　　響己 蠣崎　莉匡 神山　功大 長谷川　陽
白蓮会館 無限塾 平岡 高木道場

ヨコタ　ケンシン タカヤナギ　ケイキ ヒキギ　ライ マツダ　カナム

小学生 二年男子 横田　拳信 高柳　恵樹 引木　楽 松田　叶夢
拳流会館 拳流会館 札幌東 白蓮会館
ツツミ　キョウ ササキ　ハヤテ オチアイ　マサル ヒラサワ　カイト

小学生 三年男子 堤　響羽 佐々木　颯 落合　優 平沢　海翔
白蓮会館 高木道場 高木道場 本部
エチゴ　リオ カミヤマ　ユウキ ヨシダ　カンタ カナヤ　タクミ

小学生 四年男子 越後　麗央 神山　侑季 吉田　幹汰 金谷　巧巳
丈夫塾 平岡 白蓮会館 丈夫塾

スズキ　カイト ツツミ　ヒョウ サクラモト　トモタカ セキネ　コウキ

小学生 五年男子 鈴木　快都 堤　彪羽 櫻元　智隆 関根　光輝
手稲 白蓮会館 白蓮会館 拳流会館

チカオカ　ダイキ ヤマザキ　リョウキ カサイ　タイガ ムナカタ　ヒロタロウ

小学生 六年男子 近岡　大輝 山崎　亮輝 葛西　大我 宗片　博太郎
諸澤道場 丈夫塾 丈夫塾 丈夫塾

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位
ハヤカワ　テンシュウ タヤ　ショウタ トヤマ　タクミ カメヤ　ジュンキ

中学生 男子 早川　天崇 田家　昇汰 外山　巧 亀谷　隼生
高木道場 無限塾 無限塾 浜口道場

シバタ　ダイキ ナイトウ　ヨシキ

高校生 男子 柴田　大輝 内藤　禎紀
札幌東 中標津

ヤマモト　キヌエ

マスターズ女子 女子 山本　絹恵
極真坂本
マツウラ　アミ ナカジマ　ミドリ

レディース 中学生以上女子 松浦　亜美 中島　緑
高木道場 澄川

サカモト　ヨウイチ

シニア 50歳以上 坂本　洋一
諸澤道場

ウエダ　カツトシ ヤマムラ　ヒロキ ミナガワ　ヒロタカ ヤマグチ　ツヨシ

マスターズ 40歳以上50歳未満 上田　勝敏 山村　裕樹 皆川　弘孝 山口　毅
ウェスト・ワン 無限塾 高木道場 高木道場

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 四位
アカイシ　ヤスヒロ イチハラ　キヨハル タナカ　トオル カワムラ　ユウシン

一般 無差別 赤石　康博 市原　清春 田中　享 川村　悠槇
本部 本部 極真坂本 本部

※一般無差別への重複表彰 （贈）北海道日刊スポーツ新聞社

特別賞 敢闘賞 越後　麗央 技能賞 堤　　彪羽
丈夫塾 白蓮会館

大会表彰およびその範囲について

表彰原則 大会では優勝・準優勝、第三位 2名 原則4名を表彰対象とする。（ 一般を除く ）

① 負けても表彰される事例を出さないため2名から3名での組合せでは、優勝者のみ表彰する。

②4名の場合、並びに8名未満の場合、組み合わせによって敗者でありながら表彰位置に残る可能性があるため優勝・準優勝（決勝進出選手）を表彰する。

③8名以上の場合は、原則通り優勝・準優勝、第三位 2名以上の計4名が表彰される。

※申込選手欠場などの場合は、これらの適用は受けません。 極真会館 北海道本部 ＴＥＬ 011‐746‐6080／ＦＡＸ011‐746‐6079 小野



第40回北海道空手道選手権大会 一般男子
ベスト8 試し割 記録表

北海きたえーる

平成25年9月29日（日）

ゼッケン

氏　名川村 悠槇 坂本 英樹 松山 直人 赤石 康博 田中 享 今井 亮介 上枝 泰斗 市原 清春
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