
第27回オープントーナメント ウェイト制北海道空手道選手権大会 結果　順位表

平成26年6月15日（日） 恵庭総合体育館

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位

フ　リ　ガ　ナ スギモト　ハヤキ

幼年男女 氏　　　　名 杉本　隼基

所　　　　属 丈夫塾

フ　リ　ガ　ナ カドタ　リナ ハセガワ　モモコ

小学1・2年女子 氏　　　　名 門田　莉奈 長谷川桃瑚

所　　　　属 北心会 極真館

フ　リ　ガ　ナ オガワ　ハルカ ミカミ　マイハ

小学3・4年女子 氏　　　　名 小川　遼佳 三上　舞葉

所　　　　属 北心会 北心会

フ　リ　ガ　ナ ミサワ　ココ タナカ　ミハル

小学5・6年女子 氏　　　　名 三澤　心姫 田中　望遥

所　　　　属 極真館 極真館

フ　リ　ガ　ナ ナカムラ　トモキ クワウチ　サトル ハマヤ　レク ヒキギ　レン

小学1年男子 氏　　　　名 中村　智紀 桒内　慧 浜谷　玲玖 引木　蓮

所　　　　属 最強塾 岩見沢 誠真塾 札幌東

フ　リ　ガ　ナ カミヤマ　コウダイ ウエムラ　コウセイ カキザキ　リオ モリモト　ミナギ

小学2年男子 氏　　　　名 神山　功大 上村　幸生 蠣崎　莉匡 森元　海凪

所　　　　属 平岡 最強塾 無限塾 夕張

フ　リ　ガ　ナ タカヤナギ　ケイキ モトセ　リク ヨコタ　ケンシン クドウ　ショウセイ

小学3年男子 氏　　　　名 高柳　恵樹 本瀬　莉玖 横田　拳信 工藤　将星

所　　　　属 拳流会館 丈夫塾 拳流会館 極真館

フ　リ　ガ　ナ カタヤマ　ソラ マキナエ　フユキ ハヤカワ　トワ タジマ　タカツグ

小学4年軽量級 氏　　　　名 片山　蒼天 蒔苗　冬樹 早川　斗和 田嶋　隆次

30㎏未満 所　　　　属 丈夫塾 手稲 丈夫塾 浜中

フ　リ　ガ　ナ イタガキ　ユウセイ ハマグチ　トウガ オダ　リヒト カワムラ　コウヘイ

小学4年重量級 氏　　　　名 板垣　結聖 浜口　闘我 織田　利陽登 川村　康平

30㎏以上 所　　　　属 丈夫塾 浜口道場 丈夫塾 札幌東

フ　リ　ガ　ナ タカハシ　ジュン ウエムラ　レンタ ミツエダ　ユウセイ ワガツマ　ハルト

小学5年軽量級 氏　　　　名 高橋　潤 上村　蓮太 三枝　悠晟 我妻　遥斗

35㎏未満 所　　　　属 諸澤道場 無限塾 札幌南 中標津

フ　リ　ガ　ナ ヨシダ　ソウイチロウ カミヤマ　ユウキ エチゴ　リオ カナザワ　キョウスケ

小学5年重量級 氏　　　　名 吉田　壮一郎 神山　侑季 越後　麗央 金澤　享佑

35㎏以上 所　　　　属 極真館 平岡 丈夫塾 誠真塾

第27回オープントーナメント ウェイト制北海道空手道選手権大会 結果　順位表
平成26年6月15日（日） 恵庭総合体育館

カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位
フ　リ　ガ　ナ スズキ　カイト スズキ　モトヨシ ヤマコシ　カイセイ サトウ　タイト

小学6年軽量級 氏　　　　名 鈴木　快都 鈴木　志佳 山越　凱正 佐藤　泰人

40㎏未満 所　　　　属 手稲 手稲 丈夫塾 中標津小清水
フ　リ　ガ　ナ メイガタ　イズキ イケウチ　シュウヘイ

小学6年重量級 氏　　　　名 銘形　厳希 池内　柊平

40㎏以上 所　　　　属 丈夫塾 丈夫塾
フ　リ　ガ　ナ ハナヤマ　ユイナ オダ　ユキナ

中学女子軽量級 氏　　　　名 花山　結菜 織田　優紀奈

所　　　　属 札幌東 丈夫塾
フ　リ　ガ　ナ シバタ　ミユ

中学女子重量級 氏　　　　名 柴田　未悠

所　　　　属 札幌東
フ　リ　ガ　ナ タヤ　ショウタ テジマ　カズキ ニシジマ　キョウヘイ サトウ　ユイト

中学男子軽量級 氏　　　　名 田家　昇汰 手島　和希 西島　恭平 佐藤　結人

所　　　　属 無限塾 無限塾 修武会 中標津小清水
フ　リ　ガ　ナ サイトウ　シュウヤ

中学男子重量級 氏　　　　名 齋藤　周哉

所　　　　属 極真館
フ　リ　ガ　ナ トヤマ　タクミ

高校男子軽量級 氏　　　　名 外山　巧

所　　　　属 無限塾
フ　リ　ガ　ナ タヤ　コウヘイ

高校男子重量級 氏　　　　名 田家　康平

所　　　　属 無限塾
フ　リ　ガ　ナ クマガイ　オサム モリノ　トシヤ

マスターズ 氏　　　　名 熊谷　修 森野　利哉

所　　　　属 修武会 白石



カテゴリー 優勝 準優勝 三位 三位

フ　リ　ガ　ナ ヒラノ　タツヤ キムラ　コウタ マツシタ　リョウマ サワダ　アキノブ

一般軽量級 氏　　　　名 平野　達也 木村　恒太 松下　竜馬 澤田　明伸

所　　　　属 丈夫塾 極真館 諸澤道場 白石
フ　リ　ガ　ナ サトウ　ケイタ イトウ　ノリアキ

一般重量級 氏　　　　名 佐藤　圭太 伊藤　紀章

所　　　　属 格斗クラブ空知 清心会井上塾

大会表彰およびその範囲について 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。

特別賞 ベストファイト 一般重量級 伊藤　紀章

技能賞 中学女子軽量級 花山　結菜

ベストマナー賞小学女子1・2年 長谷川　桃瑚


