
第28回オープントーナメント　北海道ウエイト制空手道選手権大会　　2015年6月21日

カテゴリー
幼年男女 優勝 山本 晴也 ヤマモト セイヤ 岩見沢

優勝 山崎 遥菜 ヤマザキ ハルナ 修武會
選抜 上葛 華音 カミクズ カロン 格斗クラブ三笠
優勝 播磨 亜美 ハリマ アミ 丈夫塾
準優勝 三上 舞葉 ミカミ マイハ 北心会
三位 澤田 莞奈 サワダ カンナ 岩見沢
三位 門田 莉奈 カドタ リナ 北心会
優勝 山崎 幸菜 ヤマザキ ユキナ 修武會
準優勝 小川 遼佳 オガワ ハルカ 北心会
優勝 工藤 七星 クドウ ナナセ 極真館
選抜 及川 瞳 オイカワ ヒトミ 札幌北
優勝 細木 愛風 ホソキ アイカ 氣秀館
選抜 田原 綾華 タハラ アヤカ 鈴木道場
優勝 杉本 隼基 スギモト ハヤキ 丈夫塾
準優勝 高橋 鳳晴 タカハシ ホウセイ 格斗クラブ羽幌
優勝 播磨 佑哉 ハリマ ユウヤ 丈夫塾
準優勝 三枝 武尊 ミツエダ タケル 札幌南
三位 安樂 翔真 アンラク ショウマ 極真館
三位 河瀨 鉄馬 カワセ テツマ 手稲
優勝 神山 功大 カミヤマ コウダイ 平岡
準優勝 齊藤 太一 サイトウ タイチ 本部
三位 会田 遼 アイダ リョウ 諸澤道場
三位 見澤 艦太 ミサワ カンタ 丈夫塾
優勝 津司 凛人 ツシ リント 丈夫塾
準優勝 近岡 純輝 チカオカ ジュンキ 諸澤道場
優勝 山﨑 天創 ヤマザキ ソラ 氣秀館
準優勝 工藤 将星 クドウ ショウセイ 極真館
三位 佐藤 吏 サトウ ツカサ 修武会
三位 笹原 寛太 ササハラ カンタ 極真館
優勝 板垣 結聖 イタガキ ユウセイ 丈夫塾
準優勝 松橋 大空 マツハシ タク 丈夫塾
三位 東藤 柊平 トウドウ シュウヘイ 本部
三位 織田 利陽登 オダ リヒト 丈夫塾
優勝 神 海斗 ジン カイト 諸澤道場
準優勝 本間 良雅 ホンマ リョウガ 修武會
優勝 金谷 巧巳 カナヤ タクミ 丈夫塾
準優勝 播磨 諒丞 ハリマ リョウスケ 丈夫塾
三位 我妻 遥斗 ワガツマ ハルト 中標津
三位 廣田 珠蓮 ヒロタ シュレン 中標津小清水
優勝 神山 侑季 カミヤマ ユウキ 平岡
準優勝 越後 麗央 エチゴ リオ 丈夫塾
三位 新田 啓介 ニッタ ケイスケ 札幌東
三位 樋口 和真 ヒグチ カズマ 修武會
優勝 花山 結菜 ハナヤマ ユイナ 札幌東
準優勝 織田 優紀奈 オダ ユキナ 丈夫塾
優勝 柴田 未悠 シバタ ミユ 札幌東
選抜 鈴木 冴奈 スズキ サナ 夕張
優勝 西島 恭平 ニシジマ キョウヘイ 修武会
準優勝 鈴木 快都 スズキ カイト 手稲
三位 鈴木 志佳 スズキ モトヨシ 手稲
三位 銘形 厳希 メイガタ イズキ 丈夫塾
優勝 佐藤 結人 サトウ ユイト 中標津小清水
選抜 杉本 竜基 スギモト タツキ 丈夫塾
優勝 染野 碧流 ソメノ ヘキル 諸澤道場
選抜 近岡 大輝 チカオカ ダイキ 諸澤道場
優勝 森野 翔太 モリノ ショウタ 白石
準優勝 原田 善広 ハラダ ヨシヒロ 室蘭

レディース軽量級52kg未満 優勝 山本 浩子 ヤマモト ヒロコ 本部
マスターズ軽量級70kg未満 優勝 福井 貴司 フクイ タカシ 手稲
マスターズ重量級70kg以上 優勝 保坂 龍之 ホサカ タツユキ 夕張

優勝 岩 翔希 イワ ショウキ 丈夫塾
準優勝 冨原 旭日 トミハラ アサヒ 丈夫塾
三位 石黒 純平 イシグロ ジュンペイ 札幌南
三位 柴田 大輝 シバタ ダイキ 札幌東

一般重量級70kg以上 優勝 坂本 雄紀 サカモト ユウキ 諸澤道場
大会表彰およびその範囲について

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
技能賞 佐藤　結人 中学男子中量級
ベストマナー 織田　優紀奈 中学女子軽量級
ベストファイト 坂本　雄紀 一般重量級

小学1・2年女子

小学3・4年女子

小学1年男子

小学2年男子

小学3年男子

小学5年女子重量級38㎏以上

小学6年女子軽量級43㎏未満

小学6年女子重量級43㎏以上

小学4年軽量級30㎏未満

小学4年重量級30㎏以上

小学5年軽量級38㎏未満

一般軽量級70kg未満

高校男子軽量級60kg未満

中学男子重量級55kg以上

中学男子中量級50kg以上55kg未満

中学男子軽量級50kg未満

中学女子中量級47kg以上52kg未満

中学女子軽量級47kg未満

小学6年重量級43㎏以上

小学6年軽量級43㎏未満

小学5年重量級38㎏以上


